国内最大級の Classic Mini サーキットイベント

クラシック ･ ミニ フェスティバル 2017

8.27sun

富士スピードウェイ 2017.

SHOP サイト & フリーマーケット

ブース出店のご案内

真夏の富士スピードウェイを舞台に繰り広げられる
Classic Mini をはじめとした英国車ファンのためのお祭りです。
Classic Mini Festival 2017
拝啓 日頃より格別のご高配を賜り､ 厚く御礼申し上げます。

さて、来る 2017（平成 29）年 8 月 27 日（日）、富士スピードウェイ

（静岡県駿東郡小川町）にて「クラシック ･ ミニ フェスティバル 2017」
を開催いたします。

これはクラシック ･ ミニを中心としたブリティッシュカーファンの

皆様ならびに、関連業界各位からの熱いご要望にお応えし、前回

2015 年 8 月の開催に続き今年で第 2 回目となるファンイベントです。
ユーザーの皆様、関連業界の皆様、そしてクラシック ･ ミニをはじめ
とした味わい深いブリティッシュカーが三位一体となって本イベント
をお楽しみいただければと考えております。

皆さま方におかれましては、是非とも本イベントをブリティッシュ
カー ･ ユーザーとのふれあいの場として、また業界活性化の一助とし
てご活用いただけると幸いでございます。

ご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。

敬具

Classic Mini や新旧ブリティッシュカー、ならびにヨーロッパ車が一堂に会する
国内最大級の自動車趣味人に向けたモーターファンイベントです。レースイベント

だけでなく、ファミリー走行、スポーツ走行はもちろん、ショップサイトや
フリーマーケット、その他エンターテイメントなど、多数のコンテンツを用意し
て全てのご来場者が楽しめるイベントです。
主なコンテンツ内容 ( 予定 )

for Motorsports

for Entertainment

● Mini Jack 998 Challenge 東西頂上決戦

●カスタム天国

●最速ミニ 日本一決定戦

●ショップサイト & フリーマーケット

● BATTLE of MINI 1000 & 1300T レース
●インジェクションクラス レース

開催概要

イベント名称・・・・・ クラシック ･ ミニ フェスティバル 2015

開催日時・ ・・・・・・・ 2017（平成 29）年 8 月 27 日（日）
8:00 〜 16:00（予定） ※雨天決行
開催場所
主催・

富士スピードウェイ
〈レーシングコース & パドックエリア〉

・ ・・・・・・・

・・・・・・・・・・

● FORMULA CLASSICS スポーツ走行
●ヨーロッパ車 スポーツ走行
●ヨーロッパ車 ファミリー走行

●エリア 330（長モノ Mini 大集合）
●厳選 Mini 車両展示販売会
● Mini ヒストリーエリア（歴史と名車展示）
● バンドステージ

●アミューズメント

お子様連れでも楽しめる特設コーナー

●ハローキティ コーナー
など他

三和トレーディング有限会社

大会公式ホームページ

http://classic32fes.jp

※コンテンツは都合により変更される場合がございます。

ブース出店のご案内

クラシック ･ ミニ フェスティバル 2017
SHOP サイト & フリーマーケット

Classic Mini および欧州車オーナーが全国各地から多数訪れる当イベント。会場でのブース出店を募集いたします。

お申込は 1 社様につき
最大 2 小間まで

38,000円（税込）／ 1 小間
入場券 3枚付

参考 : 当日券料金
（¥4,000/1 枚）×3枚付

+ 出店エリア専用パーミット（車両許可証）1 枚付

＊法人･ 業者様専用の出店スペースです。※一般個人様は出店できません。
【2 小間 ご出展料金】70,000 円 (税込) ※入場券 4 枚付
◎ 2 小間／ブース広さ：12.0m（間口）× 5.0m（奥行）

前回より
スペースが大きく
なりました

フリーマーケット
（一般個人様用）
お申込はお一人様につき
最大 2 小間まで

6,000円（税込）／ 1 小間

入場券は別途ご購入下さい

+ 出店エリア専用パーミット（車両許可証）1 枚付

＊一般個人様専用の出店スペースです。※法人 ･ 業者様は出店できません。

出店エリア専用
パーミット2枚付

1 小間

5m

5.0m

1 小間
6.0m

【ブースご出店料金】限定 30小間

予( 定）

（法人業者様用）

予( 定）

SHOP サイト

【ブースご出店料金】限定 40小間

（配置例）

◎ 1 小間／ブース広さ：6.0m（間口）× 5.0m（奥行）
●大会公式 WEB サイトにて、出店社様をご紹介いたします。

ロゴマーク（または画像）1 点 ･ 貴社名 ( 屋号 )･ 貴社所在地 ･ 出展内容

3.0m

◎ブース広さ／ 1 小間：3.0m（間口）
× 5m（奥行）
●大会公式 WEB サイトにて、出店者様をご紹介いたします。
ご出店様氏名 ( ニックネーム可 ) ･ お住まい都道府県名

■ご注意（全ご出店共通）

▶お問い合わせ／お申込

・すべて土間渡し、スペースのみ。電源、水道などはございません。 ・設営などに必要な機材、備品などは基本的にご出店者様にてご準備ください。
・テントは必ずおもりなどで固定し暴風対策を行ってください（※地面への穴あけは禁止されています）
。 ・他出店ブースと隣接します。 ・場所の指定はできません。
＊出店エリア専用パーミットが 1小間につき1枚付きますが、転売 ･ 転用 ･ 譲渡など、出店者以外のご利用はできません。
＊別紙申込書の到着をもって仮お申込とし、ご出店料のご入金確認をもって正式受理とさせていただきます。
正式受理後に出店要項などの資料を送付させていただきます。

（配置例）

【お申込締め切り期日】

7 月 31日 (月)

※期日まであっても募集数に達し次第、
受付終了とさせていただきます。

Classic 32Fes. 2017 出店事務局

（株式会社アルゴノート 内）
TEL.03-3404-5626

FAX.03-3404-5627

E-mail: stand@classic32fes.jp

〒 107-0062 東京都港区南青山 2-22-14
フォンテ青山 1305

