
出展ブースのご案内

東京オートサロン事務局
〒160-8547 東京都新宿区本塩町19

TEL.03-5369-5050 FAX.03-5369-5051

2009年9月9日
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はじめに

あのオートサロンがサーキットで開催！！

クルマのお祭り“POWER TOUR” が 2003年以来6年ぶりに開催されます！

チューニング・ドレスアップカーの祭典、６年ぶりに復活！！

拝啓 貴社ますますご清勝の事とお慶び申し上げます。

このたび来る10月10日（土）、11日（日）の両日に静岡県の富士スピードウェイにおきまして、

“POWER TOUR 2009”～走るオートサロン～を6年ぶりに開催する運びとなりました。

昨今の自動車業界は、未曾有の世界的不況に襲われ、大変厳しい状況下ではございますが、

このような時期にこそ、新たな価値観や明るい話題を提供する事が必要と感じております。

“POWER TOUR 2009”は三栄書房の媒体が総力をあげて、ファンの皆様に、クルマに親しみ、

楽しんでいただくと同時に、モーターライフ文化振興の一翼を担える事を目的として開催いた

します。

又、同イベントは【2009 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX】シリーズのファイナルイベントとの

共催イベントでもあり、2009年のモーターシーンを飾る一大イベントとして開催する所存でござ

います。

貴社におかれましては、是非ともこの機会をご活用頂き、 “POWER TOUR 2009”を盛り上げて

いただきたく、 お願い申し上げます。

東京オートサロン事務局
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開催概要

POWER TOUR 2009 

～走る!!オートサロン・パワーツアー2009 in 富士スピードウェイ～

（同時開催：2009 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX Rd7/Rd8）

東京オートサロン事務局

（D1GP主催： D1コーポレーション）

富士スピードウェイ株式会社

富士スピードウェイ
（〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694）

http：//www.e-autosalon.net/powertour/

■前売入場券（各日） ￥3,500

■当日入場券（各日） ￥4,500

■D1前売スタンド席（各日/入場料金込） ￥5,500

■土日通しD1前売スタンド席（入場料金込） ￥9,500

※中学生以下無料（保護者同伴に限る）

イベント名称

開催日

開催場所

主 催

後 援

協 力

公式WEB

入場料

2009年10月10日（土） 8:00～17:00

10月11日（日） 8:00～17:00

株式会社三栄書房

動員予定

10月10日（土） 15,000人

10月11日（日） 20,000人 合計35,000人

※2003年実績 29,700名
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イベント内容（暫定）

D1GPエリア

出展エリアA

２輪系

レース＆走行系

ドレコン＆展示系

アトラクション系

走行系

※上記コンテンツは予定であり、変更になる場合がございます

実施エリア

本コース GENROQ SUPER LIVE！『世界決戦　in　富士』

OPTION2

パドック  ドリフト天国

Bパドック DIRT Cool

 カーグッズマガジン

 イベント広場  OPTION2

 OPTION2

 すべてシリーズ

 ドリフトコース Gワークス

カートコース  モトチャンプ 走り屋ミーティング　in　富士スピードウェイ

ショートコース  OPTION2 OP2カップ

 スペシャルカーズ 最新チューンドモデル・タイムアタック！

 ＶＴＥＣスポーツ  インサイトによる耐久燃費レース

オプション
レブスピード

 オプション×レブスピード　走行会

オプション
レブスピード

オプション×レブスピード
　　　　　チューニングカーデモラン

Cパドック
　
（P.18,P.19）

スタイルワゴン
スタイルワゴンクラブ
Kcar-spl

スタイルワゴン＆Kカースペシャル
　　　　　ドレスアップミーティング
2009

 J-LUG  J-LUG JAM

クリスタルルーム
第2プレスルーム

 Motor Fan illustrated MFi公開編集会議

Aパドック  ギャルズ・パラダイス キャンギャルオンステージ

 ギャルズ・パラダイス トップレースクイーン大撮影会

 ギャルズ・パラダイス ポラロイド記念撮影

ピットガレージ
クリスタルルーム

 ギャルズ・パラダイス レースクイーングッズ即売会

 クリスタルルーム  ギャルズ・パラダイス レースクイーンと一緒にランチ＆交流会

”サンマルくん“同乗試乗会
旧車の排気音を聞いてみよう

ECOカー体験試乗会

 電動アシスト自転車・レンタル試乗会

高圧洗浄機・実体験プログラム

パワーチェックミーティング　in　FSW

 パーキングオートサロン in ＦＳＷ

ピットガレージ

10/11（日曜）10/10（土曜）

OPT/OPT2/Gワークス合同ゼロヨン

読者サービス＆雑誌PR

FMX
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ブース出展

出展概要

2009年9月25日(金)

出展エリアA 5.0m×6.0m Aパドック

出展エリアB 3.6m×5.4m Bパドック

出展エリアC 3.6m×5.4m Cパドック（P18/19)

出展エリアD 3.6m×5.4m イベント広場

出展エリアE 3.6m×5.4m ドリフトコース

出展エリアF 3.6m×5.4m ショートサーキット

出展エリアA １小間 ￥１００，０００（税別）
出展エリアB～F １小間 ￥５０，０００（税別）

2009年10月10日（土）／11日（日） 8：00～１7：00

2009年10月9日（金） 15：00～20：00 ※予定

2009年10月11日（日） 18：00～21：00 ※予定搬 出

場 所

料 金

開催日

搬 入

申込み〆切

出展エリアA

出展エリアB

出展エリアC

出展エリアD

出展エリアF

出展エリアE
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ブース出展

出展エリアＡ

Aパドック
※D1GPのパドックであり、観客へのPRに最適です。

5.0m×6.0m （展示車輌1台分含む）/1スペース

スペース渡しとなります。基本設備はございません。

出 展 場 所

スペースサイズ

配 布 物 ・パドック進入車輌証 ： 1枚 ※別途展示車輌用1枚

・クレデンシャル ： 3枚

ご出展にあたって

・ご出展を希望の際は、別紙の出展申込書に必要事項をご記入の上、事務局までお申込み下さい。
・ご出展位置は、お申込み順を基に事務局にて決定させていただきます。

但し、D1グランプリシリーズにレギュラーで出展されている出展者様優先となります。予め
ご了承ください。

・原則スペースの配列は、単列となります。
・テント、発電機等の備品は、各自でご用意ください。
・ご出展料は、2日間通しの料金です。単日でのご出展でも料金に変更はございません。

また、単日でご出展をされる場合についての搬入出時間につきましては別途ご相談ください。

料 金 １スペース ￥１００，０００（税別）
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ご出展にあたって

・ご出展を希望の際は、別紙の出展申込書に必要事項をご記入の上、事務局までお申込み下さい。
・ご出展位置は、お申込み順を基に事務局にて決定させていただきます。
・原則スペースの配列は、単列となります。
・テント、発電機等の備品は、各自でご用意ください。
・ご出展料は、2日間通しの料金です。単日でのご出展でも料金に変更はございません。

また、単日でご出展をされる場合についての搬入出時間につきましては別途ご相談ください。

ブース出展

出展エリアＢ

Bパドック
※編集部イベントと連動したターゲットを絞ったご出展に最適です。

3.6m×5.4m ＋ 展示車輌1台分 /1スペース

スペース渡しとなります。基本設備はございません。

出 展 場 所

スペースサイズ

配 布 物 ・車輌通行証 ： 1枚 ※別途展示車輌用1枚

・クレデンシャル ： 3枚

料 金 １スペース ￥５０，０００（税別）

土日開催 ◆FMX
（ダートクール）

実施イベント
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・車輌通行証 ： 1枚 ※別途展示車輌用1枚

・クレデンシャル ： 3枚

ご出展にあたって

・ご出展を希望の際は、別紙の出展申込書に必要事項をご記入の上、事務局までお申込み下さい。
・ご出展位置は、お申込み順を基に事務局にて決定させていただきます。
・原則スペースの配列は、単列となります。
・テント、発電機等の備品は、各自でご用意ください。
・ご出展料は、2日間通しの料金です。単日でのご出展でも料金に変更はございません。

また、単日でご出展をされる場合についての搬入出時間につきましては別途ご相談ください。

ブース出展

出展エリアＣ

Ｃパドック （Ｐ18/Ｐ19）
※編集部イベントと連動したターゲットを絞ったご出展に最適です。

出 展 場 所

スペースサイズ

配 布 物

料 金 １スペース ￥５０，０００（税別）

日曜開催 ◆スタイルワゴン＆Kカースペシャルドレスアップミーティング2009

（スタイルワゴン＆スタイルワゴンクラブ＆Kcar-spl）

◆J-LUG JAM

（J-LUG）

実施イベント

3.6m×5.4m ＋ 展示車輌1台分 /1スペース

スペース渡しとなります。基本設備はございません。
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・車輌通行証 ： 1枚 ※別途展示車輌用1枚

・クレデンシャル ： 3枚

ご出展にあたって

・ご出展を希望の際は、別紙の出展申込書に必要事項をご記入の上、事務局までお申込み下さい。
・ご出展位置は、お申込み順を基に事務局にて決定させていただきます。
・原則スペースの配列は、単列となります。
・テント、発電機等の備品は、各自でご用意ください。
・ご出展料は、2日間通しの料金です。単日でのご出展でも料金に変更はございません。

また、単日でご出展をされる場合についての搬入出時間につきましては別途ご相談ください。

ブース出展

出展エリアＤ

イベント広場
※編集部イベントと連動したターゲットを絞ったご出展に最適です。

出 展 場 所

スペースサイズ

配 布 物

料 金 １スペース ￥５０，０００（税別）

土日開催 ◆パワーチェックミーティング in FSW
◆パーキングオートサロン in ＦＳＷ

（OPTION2 ) 

実施イベント

3.6m×5.4m ＋ 展示車輌1台分 /1スペース

スペース渡しとなります。基本設備はございません。
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ご出展にあたって

・ご出展を希望の際は、別紙の出展申込書に必要事項をご記入の上、事務局までお申込み下さい。
・ご出展位置は、お申込み順を基に事務局にて決定させていただきます。
・原則スペースの配列は、単列となります。
・テント、発電機等の備品は、各自でご用意ください。
・ご出展料は、2日間通しの料金です。単日でのご出展でも料金に変更はございません。

また、単日でご出展をされる場合についての搬入出時間につきましては別途ご相談ください。

ブース出展

出展エリアＥ

ドリフトコース
※編集部イベントと連動したターゲットを絞ったご出展に最適です。

出 展 場 所

スペースサイズ

配 布 物

料 金 １スペース ￥５０，０００（税別）

土日開催 ◆”サンマルくん“同乗試乗会

◆旧車の排気音を聞いてみよう

（Ｇワークス )

実施イベント

・車輌通行証 ： 1枚 ※別途展示車輌用1枚

・クレデンシャル ： 3枚

3.6m×5.4m ＋ 展示車輌1台分 /1スペース

スペース渡しとなります。基本設備はございません。
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ご出展にあたって

・ご出展を希望の際は、別紙の出展申込書に必要事項をご記入の上、事務局までお申込み下さい。
・ご出展位置は、お申込み順を基に事務局にて決定させていただきます。
・原則スペースの配列は、単列となります。
・テント、発電機等の備品は、各自でご用意ください。
・ご出展料は、2日間通しの料金です。単日でのご出展でも料金に変更はございません。

また、単日でご出展をされる場合についての搬入出時間につきましては別途ご相談ください。

ブース出展

出展エリアＦ

ショートサーキット
※編集部イベントと連動したターゲットを絞ったご出展に最適です。

出 展 場 所

スペースサイズ

配 布 物

料 金 １スペース ￥５０，０００（税別）

土曜開催 ◆OPT２カップ （OPTION2）

◆チューンドモデル・タイムアタック（スペシャルカーズ）

◆インサイト耐久燃費レース（VTECスポーツ )

日曜開催 ◆オプション×レブスピード 走行会

◆オプション×レブスピード チューニングカーデモラン

実施イベント

・車輌通行証 ： 1枚 ※別途展示車輌用1枚

・クレデンシャル ： 3枚

3.6m×5.4m ＋ 展示車輌1台分 /1スペース

スペース渡しとなります。基本設備はございません。
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■Webからのお申込み
TOKYO AUTO SALON公式Ｗebよりお申込み下さい。

■FAXからのお申込み

別添の出展申込書に必要事項をご記入ご捺印の上、

「東京オートサロン事務局」までFAXにてお申込み下さい。

FAX.03-5369-5051

出展までの流れ

出展募集

お申込み方法

お申込み期間

2009年9月25日（金）必着まで

出展料のお支払い

申込書確認後、ご請求書を送付させていただきます。

ご請求書に記載させて頂く口座にお振込みください。

尚、お振込み手数料は貴社にてご負担頂きますようお願いいたします。

お支払いは、必ず9月30日（水）までににお振込み下さい。

お振込みが確認できない場合は、出展をお断りする場合がございます。

キャンセル料

出展を取り止める場合は、以下のキャンセル料が発生します。

■2009年10月1日以降・・・・・・１００％

www.e-autosalon.net/powertour/
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出展エリアA Aパドック 100,000円/1スペース（5.0×6.0m） ×
スペース

出展エリアB Bパドック 50,000円/1スペース（3.6×5.4m） ×
スペース

出展エリアC Cパドック 50,000円/1スペース（3.6×5.4m） ×
スペース

出展エリアD イベント広場 50,000円/1スペース（3.6×5.4m） ×
スペース

出展エリアE ドリフトコース 50,000円/1スペース（3.6×5.4m） ×
スペース

出展エリアF ショートサーキット 50,000円/1スペース（3.6×5.4m） ×
スペース

出展ブース申込書

2009年　　　月　　　日

出展会社名

表示名

代表者名 役職 氏名

ホームページ

出展責任者名 役職 氏名

住　　　所

電話番号 FAX番号

e-Mailアドレス 携帯電話

本案内を了承し、POWER TOUR 2009に出展の申込みをします。
出展にあたっては、出展規約ならびに事務局の指導に従うことを誓約します。

※会場等で掲出するお名前になります。会社名と別のお名前で出展なされる場合には必ずご記入ください。

フリガナ

フリガナ

〒

フリガナ

印

社印

東京オートサロン事務局 宛 FAX 03-5369-5051

印

出展内容

物品販売

車輌展示 　　□　なし　／　□　あり　(車種：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　□　なし　／　□　あり　(内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


