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第２回 BAY AREA Chopper & Custom Bike Show 2017

BAY
AREA
Chopper & Custom Bike Show

参加申込書

左面と裏面のエントリー項目をよくお読み頂き、必要事項をご記入の上、４月30日
（日）
までにお申し込み下さい。お申し込み後、エントリー受理書をご送付、
その後、10日間以内に銀行振り込みでご入金をお願いいたします。予定としてベンダーブースを50枠、フードブース３枠、モーターサイクルエントリーを200台
の枠で募集しております。基本、先着順ですがショーの趣旨にそぐわない車両の場合、写真選考の段階で、あらかじめお断りさせて頂きますのでご了承下さい。

氏 名

参 加 者

A t M A K U H A R I M ES S E S UNDAY J UNE 11
［ベイエリア

チョッパー＆カスタムバイクショー 2017］
時 : ２０17年 ６月11日
（日） ９:００〜１７:００
所 ： 幕張メッセ １１ホール
容 ： インドア カスタムバイクショー+ベンダーブース
（スワップミート）

エントリー希望クラス

男・女
住 所

日
場
内

SHOP名

年

月

Free Style Class
Modified Motorcycle
Old School Chopper
Super Sports & Naked Bikes

日 生

よるビルダーズ・チョイスによる業界全体のレベルアップ、そして展示車両のエキシビジョンや関連するウエアやグッズの販売な
ましては下記と裏面に詳細を記しておりますので、皆様、奮ってのご参加を宜しくお願いいたします。

BUILDERS CHOICE !
Bay Area Chopper&Custom Bike Show ではコンペティション部門にエントリーした出展者様同士による審査でショーチャン
ピオンを決定する BUILDERS CHOICE を開催致します。ショー前日の搬入日、6月10日 PM1018：30〜21:00

同会場

幕

当日に入り口にて配布いたしますので、皆様、奮ってご参加下さい。
※ウエルカムパーティーおよびジャッジメントタイムは入場無料ですが、食事、酒類、ソフトドリンク等をフードブースにて販売する予定です。
尚、運転者へのアルコール類の提供は一切、お断り致しますので予めご了承下さい。

(

)

携帯番号

FA X

(

)

E-mail

年式

ショーの最後に来場者に向けたプレゼント大会を企画しております。商品をご提供頂いた協賛企業様、協賛ショップ様に対して

(

車種

フードブース

全長・全幅

色

)

年
登録ナンバー

×

m

エキシビジョンでのご出展で１枠に２台展示される方は下記の参加車両２の所に２台目の詳細をご記入ください。エキジビジョンとコンペ
ティション、両方に出展される方は参加申込書をコピーの上、二枚ご送付くださるか Web エントリーでその旨をご記入下さい。

年式

メーカー

車種

年
登録ナンバー

全長・全幅

色
m

来場者プレゼント大会協賛品ご提供のお願い

物販ブース

※搬入日６月10日（土）、当日６月11日（日）
にご連絡がとれる番号をご記入下さい。

メーカー

m

参加車両②

張メッセ ホール 11 にてウエルカムパーティーを兼ねたジャッジメント・タイムを予定しています。ジャッジペーパーはパーティー

T E L

参加車両①

どで来場者へのカスタムモーターサイクル・カルチャーのアピールを目的としております。各ショーのエントリークラス分け等につき

切り取り線︵ 切り離してお送り下 さい︶

ショーのコンセプトとしては、カスタムモーターサイクル・カルチャーの伝承を未来へと繋ぐことと、出展ビルダー同士の審査に

Scooter & Mini Bikes
Competition
Exhibition

〒

主催者より、ごあいさつ
この度、第二回目として Bay Area Chopper&Custom Bike Show を開催する運びとなりました。

※必ずコンペティション
（コンテスト）かエキシビジョン
（審査
ナシの出展のみ）
どちらかにチェックをつけて下さい。

×

m

備 考 欄 ※重要

はくじ引き、もしくはジャンケン大会中に協賛ショップ様へのアナウンス、ステージに設置されたスクリーンでのロゴマーク放映な
どを行わせて頂く予定です。協賛品は T シャツや小物などの他、如何様なものでも構いませんので商品提供のご検討を宜しく

展示場所のご希望や詳細、問い合わせの内容をご記入ください。お約束は出来ませんが可能な限りご希望に添えるよう最大限の検討を行って参ります。

お願いいたします。なお商品ご提供の場合は事前に送料着払いにて下記住所まで５月 20 日（土）までお送りください。

エントリー項目、オプション入力欄は裏面になります。

参加誓約書

エントリー締め切り

ベイエリア

チョッパー＆カスタムバイクショー参加にあたって

４月30日
（日）PM17:00までにWEBにて受付いたします。ご郵送の場合は当日の消印迄有効

１. 私達は本イベントの規則に同意し、主催者及び係員の指示に従います。

書類作業を敏速に行う為、早めのエントリーをお願い致します。尚、規定台数に達した場合、エントリーの受付けを早め

２. 私達はイベント参加にあたり、関連して起こった死亡、負傷、その他、事故や盗難等で私達自身の受けた、また相手に与えた損害について、決して主催者・

に締め切らせて頂く場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※エントリー期間、締め切り後のキャンセルにつきましては、エントリーフィーのご返金は対応いたしかねますのでご了承ください。

３. 当イベントの参加者、同伴者、参加車両等の動画や写真、名称の報道、放送、記載の権限を主催者が持つ事に承諾致します。

世界情勢の変化などによりイベント内容が予告なく変更する場合もございますので、その点、予めご了承下さい。

注）必ず、署名捺印をお願いいたします。署名・捺印無きものは参加を受理出来ません。

baccshow@gmail.com

Mail：

http//www.baccshow.com

Web：
参加申し込み先：〒152-0002

東京都目黒区目黒本町5-30-6-103

㈱HCC

ベイエリア

チョッパー＆カスタムバイクショー

４. イベントの進行を妨げる行為（マイクの使用、過度な音量の BGM、主催者が適していないと判断した行為）はいたしません。
５. 展示場所についてのクレームは一切いたしません。

ベイエリア・チョッパー＆カスタムバイクショー実行委員会
お問い合わせ：03-6303-0150

係員・雇用者ならび他の参加者に対して、非難・責任の追求・損害賠償の要求等はしないで、私達の責任に於いて処理致します。事故が主催者また
は係員の手違いなどに起因した場合であっても変わりません。

係

参加者名

印

エントリー項目
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カスタム範囲自由のクラスです。ベース車両の車種、フレーム、エンジン等のカスタムの制限はあ

フリースタイルクラス

モデファイド・
モーターサイクルクラス

第２回 BAY AREA Chopper&Custom Bike Show 2017

ストックフレームをベースにしたカスタム車両でフレームを加工した場合、純正箇所が 60％程度
残っているものが審査の対象となります。ビルダーズチョイスの審査結果としてベスト・オブ・
ショー、ベスト・アメリカン・モーターサイクル、ベスト・ドメスティック・モーターサイクル、ベスト・
ユーロモーターサイクルの対象になります。

等で制限することなく、あくまでもトラディッショナルな手法で製作されたものを該当車両に致し

オールドスクール
チョッパークラス

ます。H-D の他、欧州車や国産車もエントリー可能です。ビルダーズチョイスの審査結果としてベ
スト・オブ・ショー、ベスト・アメリカン・モーターサイクル、ベスト・ドメスティック・モーターサ

◎エントリーをご希望の方

イクル、ベスト・ユーロモーターサイクルの対象になります。

下記からエントリー項目をお選び頂いた後に写真を同封の上、エントリー用紙をお送り下さい。Web にてエントリーの場合は写真データを添付の上、
はショップ名でのご入金以外は参加を受理出来ませんので予めご了承ください。写真選考にて惜しくもエントリーにもれた方につきましてはエントリー代金を
速やかにご返金致します（振り込み手数料は別途頂戴いたします）
。またエントリーされた車両を無断で変更することは出来ませんので必ず主催者サイドへ
事前にご一報ください。なおコンペティションクラス（ビルダーチョイス・コンテスト）に出展される方は主催者側でカーペットとショーボードをご用意いたし
ますので、ブース等の設置は必要ありません。エキシビジョン出展の方は、それぞれブース等をご用意ください。

数

金

額

オプション

参加する項目に○を付けてください

フリースタイルクラス
￥25,000/ 一枠につきバイク一台

床置ライト（ベンダー＆エキシビジョンクラスのみ）
￥10,500/ 一個

コンペティション 幅 1.2m× 奥行き 2m

ベンダー、エキシビジョン、コンペティション共にオーダー可
当日の追加オプションは上記プライスの 50％UP となります

モデファイドモーターサイクル
￥25,000/ 一枠につきバイク一台

コンセント（ベンダー＆エキシビジョンクラスのみ）
￥8,500/ 一個

コンペティション 幅 1.2m× 奥行き 2m

ベンダー、エキシビジョン、コンペティション共にオーダー可
当日の追加オプションは上記プライスの 50％UP となります

オールドスクールチョッパー
￥25,000/ 一枠につきバイク一台

カーペット（ベンダー＆エキシビジョンクラスのみ）
￥9,500/ 一枠

スーパースポーツ＆ネイキッド
￥25,000/ 一枠につきバイク一台

イス（ベンダー＆エキシビジョンクラスのみ）
￥600/ 一脚

コンペティション 幅 1.2m× 奥行き 2m

エキシビジョンおよびベンダーブース
当日の追加オプションは上記プライスの 50％UP となります

スクーター＆ミニバイク
￥25,000/ 一枠につきバイク一台

テーブル（ベンダー＆エキシビジョンクラスのみ）
￥2,600/ 一枚 60cm×180cm

エキシビジョンクラス
￥30,000/ 一枠につきバイク二台まで可

￥2,500/ 一枚（返金・交換・換金不可）

数

金

額

2.5ｍ×2m エキシビジョン参加車のみ

コンペティション 幅 1.2m× 奥行き 2m

コンペティション 幅 1.2m× 奥行き 2m

幅約 2.5m× 奥行き２m

ベンダーブース（枠） ￥52,000/ 一枠
約幅 3ｍ×3ｍスペース

フードブース（枠） ￥120,000/ 一枠

約幅 5ｍ×6ｍスペース 限定 3 枠となります
なお油等をこぼした場合、別途清掃代が必要となります

車両②

車両①

エキシビジョンクラス参加の方は必ず参加車両のカスタムジャンルをコンペティション
クラス分け５項目からお選びください

カーなどもこのクラスにエントリー可能です。 スポーツ を感じさせる車両が審査の対象となります。
ビルダーズチョイスの審査結果としてベスト・オブ・ショー、ベスト・アメリカン・モーターサイクル、
ベスト・ドメスティック・モーターサイクル、ベスト・ユーロモーターサイクルの対象になります。
ビッグスクーターのカスタムやスーパーカブやモンキーなどの小排気量車、ベスパやランブレッタ、

スクーター＆
ミニバイククラス

ラビットなどの鉄スクーター対象のクラスです。ミニバイクは 125ccクラスの車両を対象といたしま
す。ビルダーズチョイスの審査結果としてベスト・オブ・ショー、ベスト・アメリカン・モーターサイクル、
ベスト・ドメスティック・モーターサイクル、ベスト・ユーロモーターサイクルの対象になります。

※その他、ベスト・ペイントやベスト・ウエルディング、ベスト・ライダビリティ
（走行性能）
などのアワードも用意しております。対象はジャッジペーパーの得点に準じたものとなります。

●ショーの審査項目説明
審査項目

コンペティションクラスにエントリーされた車両はショー前日の 6 月 10 日（土）の搬入日、18：30〜21：00 でウェルカムパーティーを
兼ねたジャッジメントタイムを開催いたします（入場無料・別途で飲食はフードブースでの販売となります）。当日、審査項目が
❶スタイル

❷オリジナリティ ❸リライアビリティ（性能） ❹ウエルディング＆メタルワーク（スクーターの場合はボディー

ワーク） ❺ペイントの５項目とさせて頂きます。加点方法などは当日お配りするジャッジペーパーに記載いたしますので、そちらをご
参照ください。尚、事前に DVD もしくはウェブのリンク等で走行シーンの動画をお送りして頂いた方は３のリライアビリティの部分で
予め加点となります。動画 DVD の場合、エントリー用紙と同封で受付住所までご送付、メールによるリンク添付でのご送信の場合は

baccshow@gmail.com までご送信お願いいたします。

エキシビジョンおよびベンダーブース
当日の追加オプションは上記プライスの 50％UP となります

ショー前売りチケット

●エントリー後のご入金の説明

当日チケットは￥3,000/１枚となります

エントリーした後、10日以内に下記銀行口座にお振り込みにてご入金をお願いいたします。尚、入金は必ずショップ名、もしくはエントリー名と同じ名
前でお振り込み下さい。振り込み手数料は、恐れ入りますがそちらで別途ご負担ください。エントリー名とお振り込みの名義が異なる場合、出展を受

搬入車駐車券 普通車 ￥2,000

理出来ませんのでご注意ください。
またエントリー期間締め切り後のキャンセルにつきましてはエントリーフィーのご返金は対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

搬入車駐車券 大型積載車 ￥9,000
参加項目の金額とオプションの金額を全て合計し、TOTAL 金額を必ずご記入ください

TOTAL ￥
参加申し込み先：〒152-0002 東京都目黒区目黒本町5-30-6-103
㈱HCC ベイエリア チョッパー＆カスタムバイクショー

スーパースポーツ＆
ネイキッドバイククラス

スです。H-Dなどでもドラッグレーサー的にカスタムされているものやカフェレーサー、ダートトラッ

書かれたジャッジペーパーをお配りいたしますので、マークシート方式でそれぞれの出展車両を細かく審査して頂きます。審査項目は

不明点等ございましたら下記の各お問い合わせ先にお気軽にご連絡下さい。 お問い合わせ：03-6303-0150 Mail：baccshow@gmail.com

http//www.baccshow.com

国産や欧州車、Buellなどのスポーツバイク、ZⅡやCB などの国産車などがエントリー対象となるクラ

切り取り線︵ 切り離してお送り下 さい︶

baccshow@gmail.com までメールを送信してください。尚、エントリー後に 10 日以内にエントリーフィーを銀行振り込みでお支払いください。ショップの方

物販ブース

チョイスの審査結果としてベスト・オブ・ショー、ベスト・アメリカン・モーターサイクル、ベスト・

旧き良き時代の手法に則ったチョッパーやディガー、ボバーなどが審査の対象です。エンジン年式

参加申込書

参加する項目に○を付けてください

りません。ただ基本はモーターサイクルとして走行可能なものが対象車種になります。ビルダーズ
ドメスティック・モーターサイクル、ベスト・ユーロモーターサイクルの対象になります。
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参 加項目

コンペティションでエントリーするクラスは自己申告制といたします。ご自分の車両に沿うクラスをお選び下さい。
当イベントの趣旨と合わない車両はエントリーをお断りする場合がございます。あらかじめご了承下さい。

係

①お振り込み先 振り込み口座

芝信用金庫 小山支店 普通 0003764
㈱ HCC

