株式会社ビースポーツ
東京都目黒区下目黒 2-18-3-8F
TEL:03-5487-0735 / FAX:03-5487-0737

各メディアがそのプライドを賭けて挑戦する伝統レース

「第２９回 メディア対抗ロードスター４時間耐久レース」
B-Sports（ビースポーツ）では、モータースポーツをテーマとしたイベントを全国のサーキットにお
いて多数開催しています。この度、茨城県・筑波サーキットにて開催します『第２９回 メディア対抗
ロードスター４時間耐久レース』は、1989 年の“初代ユーノスロードスター”発売開始と共に歴史を
刻んできた伝統のあるレースで、今年で 29 年目を迎えます。

「メディア対抗ロードスター4 時間対抗レース」は、1989
年のロードスター誕生とともにスタートし、年に一度の開催
で、今年 29 回目を迎えます。
雑誌や WEB、テレビ等、普段は“取材する”側のメディア
が、“参加する”立場としてチームを組み、各媒体のプライ
ドを掛けて「マツダ･ロードスター」を駆り、4 時間のレース
に挑みます。
午後 4 時からスタートし、午後 8 時まで行われるこのレー
スは厳しい燃料制限の規則もあり、毎年予期せぬドラマを
生んでいます。また、プロドライバーや著名人のゲスト参
加も多数あり、このレースが注目される話題の一つとなっ
ています。

また、メインの「４耐」以外にも、一般のマツダ車ユーザー
を対象にしたレースや走行会、最新のマツダ車の展示、さら
にステージイベントなど、様々な企画を予定しており、マツダ
ファンを中心に集客を図っています。
2016 年の第 27 回大会からレースカーが 4 代目ロードスタ
ーに代わり、昨年は 182 周を走破しました「J-WAVE 」チー
ムが 2 年ぶりに優勝を果たしました。

このフェスティバルの大きな特徴は、クルマに関心の高
い、購買力を持つ層の来場が多いことです。またメディア参
加型イベントであることからも、各媒体露出が多いことも特
徴です。
「第 29 回メディア対抗ロードスター4 時間耐久レース」を、
貴社製品の販売や PR 活動に有効と考え、出展のご提案を
させていただきます。宜しくご検討賜りますよう、お願い申し
上げます。

大会名称

第 29 回 メディア対抗ロードスター4 時間耐久レース

開催日程

2018 年 9 月 1 日(土) 8：00～18：00 ※雨天決行

開催場所

筑波サーキット 茨城県下妻市村岡乙 159

主催

B-Sports（ビースポーツ）

大会特別協賛

マツダ株式会社

協賛（予定を含む）

㈱ブリヂストン、ゴトコ・ジャパン㈱、㈱エンドレスアドバンス、等

後援（予定を含む）

茨城県、茨城県観光物産協会、下妻市、日本オートスポーツセンター、等

公認レース主催

ブレインズモータースポーツクラブ（JAF 公認）

公認

一般社団法人日本自動車連盟＜JAF＞

入場料

無料
パドックパス 2,000 円（中学生以下は無料）、駐車料金 2,000 円

イベント内容

レース：メディア対抗ロードスター4 時間耐久レース
ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ第 3 戦
その他：マツダファン・サーキットトライアル第 4 戦（関東ラウンド）
ロードスター筑波サーキットミーティング 2018
最新マツダ車展示＆試乗会 など

参加予定メディア

ザ・モーターウィークリー、NHK WORLD、女性ジャーナリスト連盟、
NAVI CARS、ベストカー / おとなの週末、ホリデーオート、ENGINE、driver、
ライトニング、カーセンサー / カーセンサーEDGE、Tipo / Daytona、
ル・ボラン、ahead、CAR GRAPHIC、Start your engines／Motor Fun Web、
Car Watch、REVSPEED、月刊自家用車 / オートメカニック、Hot-Version、
carview! / みんカラ、Itmedia / MONOist、CAR トップ、GAORA SPORTS、
J-WAVE、週刊プレイボーイ

お問合せ先

株式会社ビースポーツ
〒153-0064 東京都目黒区下目黒 2-18-3-8F
TEL：03-5487-0735

イベント公式サイト

FAX：03-5487-0737 http://www.b-sports.co.jp/

http://www.media4tai.com/

メディア対抗ロードスター4 時間耐久レース 2017 年度開催実績
●開催日：2017 年 9 月 2 日（土）

●会場：筑波サーキット

●観客動員数：2,085 名（主催者公式発表）

●総参加車両台数：190 台

出展募集数

10 小間

出展内容

製品プロモーション、物販、サンプリング等 ※飲食提供は不可

出展募集期間

2018 年 8 月 1 日（水）～8 月 10 日（金）

出展場所

筑波サーキット 芝生席誘導路（A パドック）

※定数に達し次第締切

◆多くのお客様が終日行き来する、集客力の高いエリアです。

※小間割は、事務局にて決定させていただきますので、予めご了承ください
※出展位置は諸般の事情により変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

出展料金

1 小間 52,500 円（税込） ※次頁参照

出展までの流れ
出展の申込

事務局にて審査

出展申込受理書送付

出展申込書に必要事項を
記入・捺印のうえ、事務局
までご郵送ください。
募集締切：8 月 10 日（金）

出展内容が本イベントの目
的にそぐわないと事務局が
判断した場合、出展をお断
りする場合がございます。

こちらの受理書をもって、正
式な出店受理とさせていた
だきます。
請求書も同封いたします。

詳細連絡

8 月 31 日

9月1日

８月中旬に、出展の詳細に
ついてご連絡いたします。
その際、出展者用の入場パ
スや車両証も送付します。

搬入・14：00～19：00
※当日搬入の場合は
ご相談ください。

本番・ゲートオープン 7：00
ゲートクローズ 21：00
搬出・16：00～22：00

基本セット

：54,000 円→16,200 円／1 小間

・スペース（2 間×2 間）
・出展者パス 3 名分
スペースのみ

・搬入車両証 1 台分

360

360

※テント・電源は含まれていません

（単位：cm）

オプション備品
◆ロイヤルテント ：32,400 円
（2 間×2 間、横幕・ウエイト付き、設営費込み）

◆机 (180×60)

：2,160 円
360

◆パイプ椅子

：540 円

360

ロイヤルテント イメージ図
（単位：cm）

オプション備品をご希望の出展者さまは、
申込書の追加備品申請欄に記入して申し込みください。
電源は基本的にお持込みですが、貸出しをご希望の場合はご相談ください。

料金はすべて消費税込みの価格です。
詳細は、出展お申込み後に配布いたします「出展要項」にてご確認ください。

■お申込み方法
申込書（別紙）に必要事項を記入・捺印の上、「ビースポーツ メディア対抗レース 出展係」宛に郵
送、または FAX にてお申し込みください。2018 年 8

月 10 日（金）必着です。

※郵送の場合、申込書は必ずコピーを取り保管してください。

申込受付後、折り返し事務局より発行する受理書の発送をもって、正式な出展受理とさせていただ
きます。

■出展料のお支払
受理書受領後、既定の出展料を下記口座に 2018 年 8

月 24 日（金）までにお振込みください。

みずほ銀行 渋谷支店
口座名義 株式会社ビースポーツ
口座番号 （普通）1323695
※期日までにご入金が確認できない場合、キャンセルとさせていただく場合があります。

■注意事項
出展のお申込みをいただいたあと、出展を取りやめる場合は、以下のキャンセル料が発生します。
予めご了承ください。
・受理書送付後のキャンセル…出展料金の 50％
・出展料お支払後のキャンセル…出展料金の 100％

事務局が以下に該当すると判断したときは、出店受理の取り消しをする場合があります。
・出展料の振込みが指定期限までに確認できない場合
・本イベントの目的に出展内容が合致しないと事務局が判断した場合
・その他の理由の如何を問わず、事務局が不適当と判断した場合

お申し込みいただいた出展内容を、第三者に譲渡・転売することはできません。

天災その他の正当な不可抗力が原因により開催が不可能となった場合、事務局の判断によって、
会期の変更、もしくは開催を中止・中断することがあります。なお、これによって生じる出展者、その
他のものへの損害について事務局は一切の責任を負いません。

郵送 ｏｒ ＦＡＸ：０３－５４８７－０７３７

第 29 回 メディア対抗ロードスター４時間耐久レースに下記のとおり出展を申し込みます。
出展にあたっては、出展要項の規定を遵守し、運営事務局の指示に従うことを誓約します。

出展者
出展会社名

フリガナ

印
表示名称

会社所在地

パンフレット等に記載する出展者名称をご記入ください

〒

会社電話番号

会社 FAX 番号

代表者名

所属・役職

担当者名

所属・役職

担当者電話番号

携帯電話番号

E メールアドレス
ホームページ

請求書送付先
会社名

フリガナ

印
会社所在地

〒

会社電話番号

会社 FAX 番号

担当者名

所属・役職

備考

お問い合わせ先

B-Sports（ビースポーツ） 担当：三城（ミシロ）
〒153-0064 東京都目黒区下目黒 2-18-3-8F
公式 WEB サイト http://www/media4tai.com/

TEL 03-5487-0735 FAX 03-5487-0737
お問い合わせメールアドレス info@media4tai.com

郵送 ｏｒ ＦＡＸ：０３－５４８７－０７３７
記入日 2018 年

お申し込み小間数

月

日

小間

出展内容（該当するものにチェックし、詳細をご記入ください）
企業・商品プロモーション
詳細

物品販売
詳細

その他

追加備品申請
品 名

仕 様

単 価

追 加 数 量

金 額

ロイヤルテント

360×360

￥32,400

円

机

180×60

￥2,160

円

椅子

パイプ椅子

￥540

円

備 品 合 計 料 金

円

※リストにない備品をご入用の際は、事務局までお問い合わせください。

基 本 出 展 料 金 （NAPAC 会員企業様）

16,200 円

合 計 料 金 （基本出展料金＋備品合計料金）

円

備考

受付日

受理書発行

事務局記入欄

お問い合わせ先

B-Sports（ビースポーツ） 担当：三城（ミシロ）
〒153-0064 東京都目黒区下目黒 2-18-3-8F
公式 WEB サイト http://www/media4tai.com/

TEL 03-5487-0735 FAX 03-5487-0737
お問い合わせメールアドレス info@media4tai.com

入金

