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ご挨拶 

 

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

日頃から弊社取扱製品につきましては、販売活動のご協力ならびにご愛願を頂きまして、誠にあり

がとうございます 

 

さて、昨年静岡県浜松市にて開催した、第１回『ヨーロピアンサウンド・カーオーディオコンテス

ト』では、皆様を含め多くの方のご協力、ご参加を頂きまして、総エントリー台数１００台を超える

イベントとなり、成功の裡にイベントを終えることが出来ました。 

ここに改めて感謝の意を表します。 

 

そこで今年は、前回に引き続き DYNAUDIO(ディナウディオ)、morel(モレル)、DLS(ディーエルエス)

の３ブランドに加え、新たに PHD(ピーエイチディー）、Vifa(ビーファ）、Sinfoni(シンフォニ）の 

３ブランドを追加し、計６つのヨーロピアンブランドにて、第２回『ヨーロピアンサウンド・カーオ

ーディコンテスト』を開催させて頂く運びとなりました。 

 

詳細は次ページに記載のイベント概要をご確認頂くとして、今年は会場を石川県の小松ドームに移

し、屋外のイベントでは無く全天候型のドーム球場を会場とすることで、当日の天候を気にすること

無く開催する事ができ、ジャッジもより厳正に行える会場となりました。 

また、審査員も前回に引き続き審査委員長ならびにプロクラスの審査員として和田博巳先生をお迎え

すると共に、前回以上に強力な布陣となる豪華審査員団をもって皆様のお車をジャッジさせて頂きま

す。 

当日は表彰式を別ホールで行うなど趣向を凝らし、エントラントの皆様にとって楽しんで頂けるイベ

ントとして運営する予定です。 

 

競技のコース分けとしては、新たなメーカーとして PHDブランドを取り扱う(株)リベルス社も参加

することにより、計６ブランドが混合で競い合うこととなった【プロフェッショナルクラス】、そして

各ブランド内で競い合う【エキスパートクラス】に加え、今年新たな試みとしてヨーロピアンブラン

ドかつ上記６ブランド以外のブランドを装着した車両が参加資格となる【ヨーロピアンオープンコー

ス】という新たなコースを設け、本格的なヨーロッパサウンドを感じて頂ける大会となります。 

 

各コース分けの詳細につきましては、次ページ以降に記載のイベント概要ならびに、エントリー用

紙にてご確認頂き、ご不明な点などは各メーカーおよび代理店にご確認下さい。 

 

４社ともイベント主催者としての運営はまだまだ不慣れな点もあり、ご案内の不備や不足、当日の

運営面でのご迷惑など、様々な点で至らないところが発生するかも知れませんが、４社で力を合わせ、

精一杯運営させて頂きますので、ご協力、ご参加下さいますよう、どうぞ宜しくお願い致します。 

敬具 

 

平成２６年４月吉日 

ヨーロピアンサウンドカーオーディオコンテスト実行委員会  委員長 佐藤 正道
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イベント概要 

 

開催日時：平成２６年６月１日（日） 

開催時間：午前８時開場～午後６時終了 

開催場所：小松ドーム（石川県・小松市） 

エントリー募集期間：４月１０日～５月２１日 
 

各クラス分け表 

コース名 エントリー

フィー 

審査予定

上限台数 

審査員 

（敬称略） 

プロフェッショナルクラス(６ブランド混合) 

ディーラー プロフェショナルコース 15,000円 20台 和田博巳 

ユーザー プロフェショナルコース-Over29- 13,000円 20台 和田博巳 

ユーザー プロフェショナルコース-Under29- 13,000円 20台 鈴木裕 

エキスパートクラス(各ブランド別) 

Morel･3Wayコース 10,000円 20台 角田郁雄 

鈴木裕 

石田功 

嶋津彰夫 

炭山アキラ 

の５名にて審査をさせて

頂きます。 

Morel･2Wayコース 10,000円 20台 

DYNAUDIO・Esotarコース 10,000円 20台 

DYNAUDIO・Esotecコース 10,000円 20台 

DLS コース 10,000円 20台 

PHD・Vifa・Sinfoniコース(３ブランド混合) 10,000円 20台 

ヨーロピアン オープンコース-Over29- 11,000円 20台 

ヨーロピアン オープンコース-Under29- 11,000円 20台 

 

エントリーに際して 

・エキスパートコースとプロッフェショナルコース両方のエントリー（ダブルエントリー）は\3,000 円引

きの\20,000円となります。 

・-Over29-はフロントスピーカーシステムのユニット総額（2wayまたは 3wayのユニット総額、サブは含まず）

が税別２９万円以上のシステム、-Under29-は税別２９万円未満のシステムでコースが分かれます。 

・エントリー車両１台に付き、昼食用お弁当と飲み物のセット１つがついております。 

・ヨーロピアンオープンコースはプロフェッショナルクラスへのエントリー不可。 

・各クラスともエントリー上限台数に達し次第、受付期間に関わらずエントリーを締め切ります。 

・エントリーはエントリー代金の確認をもって受付確定とし、エントリー番号の発行を行います。 

・エントリー代金は、受付開始後の毎週水曜日４月１６日、４月２３日、４月３０日、５月７日、 

５月１４日、５月２１日（エントリー締切日＝最終確認日）にそれぞれご入金の確認を行います。 

・エントリー番号の発行はＦＡＸでの申込み順では無く、エントリー代金のご入金順となります。 

・エントリー受付開始日は４月１０日です。受付開始日より先にお振込頂いた場合は、４月１０日の 

ご入金順の最後に受付する形となりますので、ご注意ください。 

 例） Ａ様 ４月 ８日にご入金 

    Ｂ様 ４月１０日午前１０時にご入金 

    Ｃ様 ４月１０日午後 ２時にご入金 

    Ｄ様 ４月１１日午前１１時にご入金 

 この場合、Ｂ様Ｃ様Ａ様Ｄ様の順にエントリー番号を発行させて頂きます。 

 (受付開始日より前のご入金は、受付初日の最後になる点にご注意ください。) 

・当日の審査はエントリー番号の逆順で（数字の大きい方から先に）審査を行います。 
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表 彰 

 

各コース１位～３位までにトロフィーが授与され、４～６位は入賞となります。 

他に審査員特別賞とメーカー特別賞がございます。 

また、エキスパートコースを対象に『ピープルズチョイス』賞がございます。 

ご自身のエントリークラス内を対象に、ご自身以外のお車にご投票頂くシステムです。 

例）Morel･3Wayコースにエントリーされた方 → 同じ Morel･3Wayコースへの投票。 

『ピープルズチョイス』参加・不参加につきましても、エントリー用紙へのご記入をお願いします。 

 

コンテストにご参加頂く方々はお互いライバルでもありますが、カーオーディオを趣味とする仲間で

もあります。この『ピープルズチョイス』にご参加頂く事で、共通の趣味を持つ仲間の輪が広がるこ

とを願っております。 

 

審査員紹介 

和田 博巳（わだ ひろみ） 

StereoSound 誌を始め数々の雑誌の執筆活動のほか、音楽ディレクターとしても知られ、ミュージシ

ャンらとの交流も深く、ハイエンドオーディオの講演などでも活躍されています。昨年に続き当コン

テストの審査委員長を務めて頂きます。 

 

鈴木 裕（すずき ゆたか） 

車のみならず、ラジオディレクター・ライターとしても活躍中、オーディオアクセサリー誌での執筆

活動を始め AutoSoundなど車に対する造詣も深く、昨年の当コンテストではユーザー様への的確なア

ドバイスが好評。昨年に続き審査員を務めて頂きます。 

 

角田 郁雄（つのだ いくお） 

本年より新任の審査員となります。ハイレゾオーディオに造形が深くオーディオのアクセサリーに関

しても多くのノウハウがあり、アナログレコードから最新のハイレゾ音源まで多くのソフトを聞きこ

んでいます。 

 

炭山 アキラ（すみやま あきら） 

本年より新任の審査員となります。オーディオアクセサリーの執筆を始め、自らオリジナルでスピー

カーボックスを自作するなど、スピーカーユニットをメーカー問わず数多く触れ、見て、聞いており、

ユニットに対するノウハウも多く持っています。 

 

石田 功（いしだ いさお） 

数多くのカーオーディオイベントで審査を行い、ユーザー様とのフレンドリーな交流も好評です。ス

ピーカーユニットのみならず、アンプやケーブルなど数多くの商品を実際に触れ、見て、聞いており

カーオーディオならではのアドバイスもユーザーから支持を得ています。昨年に続き審査員を務めて

頂きます。 

 

嶋津 彰夫（しまず あきお） 

AutoSound 誌の編集長を長年務められた経験から、現行品から旧製品まで数多くの製品を熟知してお

り、かつカーオーディオへの情熱も強く、一貫性のある審査に対して支持が厚い事で知られています。 

昨年に続き審査員を務めて頂きます。 
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課 題 曲 

 

■プロフェッショナルクラス  

1 曲目 演奏者 Shelby Lynne（シェルビィ・リン）  

CD名 Just A Little Lovin' （課題曲は 1曲目です）  

曲名  Just A Little Lovin' (Album Version) 

※審査は下記の音源を使用します。 

レーベル Lost Highway 

ASIN: B000ZK53CA EAN： 0602517448254 

 

2 曲目 演奏者 Astor Piazzolla（アストル・ピアソラ）  

CD名 Tango: Zero Hour （課題曲は 6 曲目です）  

曲名  Contrabajisimo 

※審査は下記の音源を使用します。 

レーベル Nonesuch 

ASIN: B00000DC7J EAN： 0075597946925 

 

■エキスパートクラス（ユーザーカーのみ） 

1 曲目 演奏者 Gregory Porter（グレゴリー・ポーター）  

CD名 Liquid Spirit （課題曲は 2曲目です） 

曲名  Liquid Spirit 

※審査は下記の音源を使用します。 

レーベル Blue Note Records 

ASIN: B00CKOZ8QA EAN： 0602537410538 

 

2 曲目 演奏者 Giuliano Carmignola（ジュリアーノ・カルミニョーラ）  

CD名 ヴィヴァルディ・コン・モート （課題曲は 1曲目です） 

曲名  ヴァイオリン、弦楽合奏と通奏低音のための協奏曲集  

協奏曲 ホ短調 RV281 第 1楽章:Allegro (original version) 

※審査は下記の音源を使用します。 

レーベル ユニバーサル ミュージック クラシック 

ASIN: B00B8XYW1G EAN： 4988005759856 

 

※当日の審査は、当コンテスト実行委員会が準備した CD原盤、USB、CF、iPod or iPhoneの４種類の

いずれかのメディアを用いて審査致します。エントリー用紙にご希望の審査メディアをご記入下さい。 

 

 

ホームページのご案内 

『ヨーロピアンサウンド・カーオーディオコンテスト』のホームページが出来ました。 

 http://eurosoundcaraudio.wix.com/index 

随時更新しますので、最新情報はこちらでご確認下さい。 
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その他のご案内 

 

■昨年と同じく１２箇所のショップブースの場所をご用意いたしました。（先着順となります。） 

ブース代金はテント１張り\4,000。エントリー台数が５台以上のショップ様は、無料です。 

※必ずとはお約束できませんが、当日取材（カーオーディオマガジン、オートサウンド WEB他）が入

りまして、ブース内車輌とプロクラスのエントリー車輌を優先して取材してもらう予定でございます。

（もちろん入賞車輌が最優先です。） 

  

■前泊（５月３１日）をされるかたにお近くのホテル（会場まで早朝で約１５分）をご用意しており

ます。ご希望の方は、エントリー用紙の『宿泊欄』の「必要」を○で囲んでお申し込みください。 

 

 宿泊代：\6,300円(駐車場代別途 \800円・朝食代含む) 

 

■コンテスト前日に審査員の方々との懇親会がございます。 

遠方からおいでいただきますエントラントの方々に少しでも楽しんで頂けるように、ささやかながら

懇親会のご用意をさせて頂きました。（宿泊される方であればユーザーの方もご参加頂けます。） 

 

懇親会日時：５月３１日（土曜日）《コンテスト前日》  ２０：００～ 

※会費制となります。\4,000 円（飲み放題付き） 

 

※準備の都合上、宿泊＆懇親会とも第五回締切日の５月１４日までにお申し込みください。 

（最終締切日より 1週間早い締切となります。ご注意ください。） 

 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。 

 


