z INTER

SHOW

10th 開催のご案内

拝啓
梅雨の候、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立て
を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。さて、毎年恒例今回で１０回目になりまし
たこのイベントを、今年もまた、皆さんにご案内することができスタッフ一同大変光栄
に思っております。この「INTER SHOW」は回を重ねるごとに参加台数も順調に増え、
東日本を代表するカスタムカー及びカーオーディオのコンテストとして定着して参り
ました。「１年間、INTERSHOW にエントリーするためにシステムアップ＆ドレスア
ップしてきました」というユーザー様も多く、カーオーディオ、カスタムカーの楽しさ
が、協力して頂いているメーカー様、ショップ様をはじめ多くの関係者の方々のおかげ
で広く伝わってきたのではないかとうれしく思っております。また、着実にカーオーデ
ィオ、カスタムカーの楽しさ、奥深さを共有する場として、そして、公正で魅力あるカ
スタムカーショー、サウンドコンテストとして続けていきたいと思っておりますので、
一層のご協力宜しくお願い申し上げます。
敬具

〒324-0221
栃木県大田原市亀久 344-2F
インターショーオフィス
TEL 0287-54-3798

FAX0287-54-3192

mppj@green.ocn.ne.jp
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z 開催概要
目的：

本イベントは参加費の一部を盲導犬協会へ寄付し、カスタムカー＆ドレスア
ップカーそして、カーオーディオの素晴らしさを広め既存ユーザー及び一般
ユーザーの共有の場とする。

開催日時：

雨天決行

２００６年８月２７日（日）

ＡＭ８：３０〜ＰＭ４：００
会場：

栃木県日光市所野

日光霧降スケートセンター

第一パーキング

第二パーキング＝一般駐車場
入場：

無料
INTER SHOW OFFICE

主催：

〒324-0221

栃木県大田原市亀久 344-2F

有）ジム・インダストリー内

TEL 0287-54-3798
参加募集台数：

〜２００台

入場予想：

５００名〜

実行委員：

有限会社ジム・インダストリー

協力：

FAX0287-54-3192

dB Drag Racing Association Japan
ドルビーラボラトリーズ日本支社
エルシーサウンドファクトリー
ガレージ常陸
ビクトリー
SHIMIZU ファクトリー
オーディオファイル
オートブラスト
ファイナルステージ
尾林ファクトリー
サウンドウェーブ
イー・スクエア
栃木 TV
各専門誌社
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z 開催内容
スーパーJAC サウンド OFF
各自が工夫をこらしたカーオーディオシステムを、音質、サウンドコンセプト再現度、
インストレーション(取り付け)などの総合得点によって審査します。
＊＊＊クラス分け＊＊＊
▼

ピットマンアームクラス

：15 台

▼

アイドラアームクラス

：15 台

▼

スピンドルアームクラス

：15 台

▼

クロスロッドクラス

：15 台

▼

ドライブシャフトクラス

：15 台

▼

プロペラシャフトクラス

：15 台

商品合計金額の大きい車両

商品合計金額の小さい車両

エントリー用紙にエントリークラスの記入は必要ありません。エントリー申し込み締
め切り後、事務局より均等分け（それぞれ取付け商品の合計金額より台数分け）され
たエントリークラスをご案内致します。
▲主催者が定めたジャッジ（審査員）により、以下の要素が審査されます。
(A)サウンド

２７０ｐｔ

（音質、セパレーション、定位、S/N 比など）

審査は

主催者が規定した USAC の CD、およびジャッジ独自の CD によって行われます。
(B)インストレーション

６０ｐｔ （正確さ、安全性、アイデア性）

☆上記の内容をジャッジの判断によって採点し、総合ポイントを競います。
☆賞典として各クラス総合１位、２位、３位、及びジャッジ特別賞が授与されます。
☆ショップ、及びメーカーのデモカーは自粛願います。
どうしても、ショップ等のデモカー、従業員の方のお車での参加したい場合、自動
的にピットマンアームクラスになります。

注）オーディオユニットとしてカウントするもの
ヘッドユニット、スピーカー、プロセッサー（クロスオーバーネットワーク、ＥＱ、ＤＳＰ、ライン
ドライバーなど）、アンプ、など。車両に搭載されていても使用していないものに関してはカウントし
ません。（例えばモニターなど）
ショップオリジナルなどの場合はカタログ等の小売価格が分るものを添えてください。
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DVD カーシアターコンテスト
ジャックのルールを用いて、車室内において映画館のようなサラウンド再生能力を競
うコンテストです。
ＤＶＤカーシアターシステムを車両に搭載している方のコンテストです。
車専用のＤＶＤシステムが搭載されていれば、どなたでも参加可能です。ただし純正
システムでのエントリーはできません。
＊＊＊クラス分け＊＊＊
▼

サイドメンバークラス

：15 台

▼

クロスメンバークラス

：15 台

エントリー用紙にエントリークラスの記入は必要ありません。エントリー申し込み
締め切り後、事務局よりエントリークラスをご案内致します。
▲主催者が定めたジャッジ（審査員）により、シアター（映画館に近い音響システム）
としての完成度をポイントにより審査します。

１２５ｐｔ

▲審査は主催者指定課題ディスク、およびジャッジ指定課題ディスクによって行います。

☆取り付け審査はありません。
☆上記の内容をジャッジの判断によって採点し、総合ポイントを競います。
☆賞典として各クラス総合１位、２位、３位、及びジャッジ特別賞が授与されます。
☆純正オーディオシステムの参加はできません。
☆ショップ、及びメーカーのデモカーは参加できません。
インターショーは、一般ユーザーを対象としたイベント・コンテストですのでショ
ップ等のデモカー、従業員の方のお車での参加はお断りします。もし、エントリー
された場合審査いたしません（エントリフィーの返還もいたしません）

注）オーディオユニットとしてカウントするもの
ヘッドユニット、スピーカー、プロセッサー（クロスオーバーネットワーク、ＥＱ、ＤＳＰ、ライン
ドライバーなど）、アンプ、モニター（モニターは審査時試聴するもののみ）など。
ショップオリジナルなどの場合はカタログなど小売価格が分るものを添えてください。
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DVD カーシアター課題ディスク
タイトル
ハウルの動く城
ブエナビスタエンターテイメント

（ＶＷＤＺ８０７６）

チャプター１４
宮殿内の自然な音の響き、魔法で現れる波や流れ星の音の流れなどをチェックします。
チャプター２０
レンジの広さと分解能をチェックします。特に崩れていく「ハウルの城」の分解していくパーツの音ひと
つひとつまで聴き取れるような分解能、そして低音の厚みをチェックしたいと思います。全編にわたりサ
ウンドトラックのサウンドクオリティーが高いので音楽的なリアリティーも注意してほしいです。
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カスタムカーショー
コンセプトに基づいた美観・カスタム度・センス等のトータルカスタマイズ 、そして自
分らしくカスタマイズされた車両展示（展示中エンジン停止）｡
本イベントの最高峰

Best

of インターショーアワードはこのカテゴリーからの選出が

多いです。
※このカテゴリーは写真選考です。申し込み時に写真をお忘れなく！
☆エントリーはアメ車、欧州車、国産車で、アメリカンカスタム、ユーロカスタム、ラグ
ジュアリー、スポーツコンパクト、ミニバン、ミニ＆フルサイズトラッキンのみ、メー
カー、ショップのデモカーはエキシビションとさせて頂きます。
☆参加台数によりますが、〜５台が賞典対象となります。

サウンドミーティング
参加者同士が気軽に試聴しあえる、ほのぼのミーティングです。
課題曲も特にありません。気軽に参加ください！
投票の多かった車両３台に賞典として表彰されます。

サウンド OFF 参加者試聴会
サウンドコンテストにエントリーされた各オーディオシステムを、参加者および来場者
に広く試聴していただき、最先端のカーオーディオを体験していただきます。

メーカーおよびショップブース展示
自動車関連のメーカー、ディストリビューター、ショップであれば、どなたでも出店が
可能です。（お断りする場合もございます）
区画

5.4m×3.6m

▲ メーカーブース
ブース前にデモカー１台分のスペースを用意します｡
備品等（テント、机、いす、電源１００V）は別料金になります。
▲ ショップブース
ブース前にデモカー１台分のスペースを用意します｡
備品等（テント、机、いす、電源１００V）は別料金になります。
電源については別料金となります。必ず事前にお申し込み下さい。
飲食物の販売はできません｡
ブース位置の割り当ては、主催者にご一任ください。エントリー締切り後、各出展者様に
通知します。ご不明な点、詳細はお気軽に事務局へお問い合わせください｡
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z タイムスケジュール
時

間

内

容

参加者

搬入・受付準備

６：００〜７：００

スタッフ配備

７：００〜８：００

搬

入

８：１５〜８：３０

開

会

搬入および受付

ミーティング
ジャッジ

DVD シアター

サポート

午前の部

９：３０〜

サウンドミーティング

ジャッジ

カーショー審査

サポート

１１：４５〜１２：００

エアーズロック

１２：００〜１２：４５

全体休憩

１２：４５〜１４：００

１４：１０

ジャッジ

DVD シアター

サポート

午後の部

集

計

審査終了

集

計

エアーズロック

１５：００〜１５：４５

審査発表

〜１７：００

LIVE

サウンド OFF

１４：１０〜１４：３０

〜１６：００

開会準備

参加者

サウンド OFF
８：３０〜

主催側

閉

会

LIVE

閉会準備

搬出準備
搬

出

清

掃

清

掃
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z エントリー及びブース出展要領
▼参加お申込み/お問い合わせ
参加申込書すべての欄に記入、捺印のうえ、参加料等を添えて現金書留にて下記へ郵
送してください｡※捺印のない参加申込書は受理できません。
※ブース出展の法人の皆様で、請求書等が必要な場合は別途事務局へご請求ください。
※エントリーが予定台数を上回った場合には事務手数料（¥800）を差引き後日返送いたします。またカーショー に
お申込みされ、写真が無い場合も同様とさせていただきます。

お問合わせ･郵送先／インターショーオフィス
〒324-0221

栃木県大田原市亀久 344-2F

TEL 0287-54-3798 / FAX 0287-54-3192

E-mail

mppj@green.ocn.ne.jp

▼お申込み締め切り
ポスター広告協賛申し込み・・・・・・・2006 年 7 月 7 日 (金) 必着
ブース申込み・・・・・・・・・・・・・2006 年 8 月 6 日 (土) 必着
エントリー申込み・・・・・・・・・・・2006 年 8 月 13 日 (日) 必着
※7 月中必着のエントリーの方にはスタッフ T シャツをプレゼントします。ただし、以降の変更等はできません。

※締切り日以降の受付は一切認められません。
※締切り日を過ぎての参加内容変更、キャンセル、返金には一切応じられません｡
▼エントリフィー
カーショー

8,000 円(税込)

スーパーJAC サウンド OFF

8,000 円(税込)

ドルビーシアターカーコンテスト

8,000 円(税込)

サウンドミーティング

5,000 円(税込)

スーパージャックサウンドコンテスト&ドルビーシアターカーコンテスト
15,000 円(税込)

ダブルエントリー
メーカーブース(広告・ポスター協賛金含)

50,000 円(税込)

ショップブース(広告・ポスター協賛金含)

40,000 円(税込)

広告・ポスター協賛のみ

30,000 円(税込)

オプション

椅子 1 脚

500 円(税込)

長テーブル 1 個

1,000 円(税込)

テント１張

10,000 円(税込)
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