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第 8 回 ヨーロピアンサウンド カーオーディオコンテスト 

   企画・開催概要書（2/27 修正版） 

 

■西日本会場：2021 年 5 月 16 日（日）兵庫県 あじさいフローラみき 

■東日本会場：2021 年 6 月 13 日（日）茨城県 常総市地域交流センター 東側駐車場 

 

  
 

主催：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 

【トライム】【フェリースソニード】【佐藤商事】【エムズライン】【ジャンライン&パートナーズ】 

協力：【ウィズコーポレーション】【F2Music】【サエクコマース】【ヒッツ】【フリーク】【リンクス】 

 

※必ずお読みください 

■今回の主な変更点について■ 

◆ユーザープロッフェショナルコースのコース分け基準となるシステム金額は、ヘッドユニット/DAP、

DAC/DDC、プロセッサー（リモコンや AUX 入力等の別売品含む）、パワーアンプ、スピーカー（サブ

ウーファー含む）の合計金額となります。 

◆同一車両が【西日本会場】と【東日本会場】の両会場にエントリーすることは出来ません。 

◆エキスパートクラスについては、主催各社毎に 1 コースのみとなります。 

 

■特にご注意頂きたい点■ 

◆エントリー後の審査コース（クラス）の変更は一切出来ません。機材不調等のやむを得ない事情により

システム変更があった場合はエントリー期間中かつ、定員に空きがある場合のみ受け付け致します。 

その場合は新規の申し込み扱いとなり、審査順番も変更の申し出があった時点での順番となります。（エ

ントリー代金をお支払いの場合を含む）その際の受付はウェブからの再エントリーまたは E メール等に

より所定の手続きを行っていただきます。 

◆ユーザープロフェッショナルコースのコース分け基準となるシステム金額の価格、全てのコースの担当

審査員はエントリー申し込み締め切り前に公表できません。 

◆エントリー申し込み及び代金のお振込みはエントリー車両 1 台毎に行ってください。尚、お振込み名義

は必ずエントラント個人名でお願いいたします。 

◆エントリー申し込み時の返信メールアドレス eurosoundcaraudio.entry@gmail.com からのメール

を受信できるように、あらかじめ迷惑メールフィルターの設定を行っておいてください 

※今回は新型コロナウイルスの影響によるコンテスト中止・延期の場合に限り、振込手数料 660 円を差し

引いた上で、代金払戻しの対応をさせて頂きます。 

尚、上記以外の事例において、突発的、あるいは不可抗力的な自然災害等が発生した場合は、主催者が

コンテストの中止を判断する場合がございますが、その場合はエントリー受付後のご返金は出来ません

ので、あらかじめご了承ください。 

※お客様のご都合によるキャンセルの場合には、ご返金対応は致しかねますのでご了承ください。 

mailto:eurosoundcaraudio.entry@gmail.com
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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。平素は主催各社取り扱い製品の販売活動へのご協力

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、ヨーロピアンブランドのカーオーディオ製品の浸透を目的として 2013 年に静岡県浜松市にて初開催し

た当コンテストは、その後も回を重ねる事により、多くの方々にカーオーディオコンテストの真剣勝負の場とし

て認知して頂く事で、開催意義もより深まってきたと存じます。 ここに改めて皆様方への感謝の意を表します。 

 

昨年は新型コロナウイルスの影響により、止むを得ず開催中止となりました『第 8 回 ヨーロピアンサウンド 

カーオーディオコンテスト』ですが、本年は感染予防措置を徹底した上で開催させて頂く運びとなりました。 

 

本年は西日本会場と東日本会場の２か所に分けて開催することで密集を回避いたします。また換気を考慮して

屋外の会場を利用いたします。西日本会場は兵庫県三木市のあじさいフローラみき駐車場、東日本会場は茨城県

常総市の常総市地域交流センター東側駐車場を選定いたしました。 

 

主催ブランドとしては【DYNAUDIO】・【VENTURE AUDIO】・【MUNDORF】・【mosconi/GLADEN※1】・

【DLS】・【Sinfoni/QUARTORIGO】・【morel】・【ARC AUDIO BLACK/RS シリーズ※2】・【BRAX】・【HELIX】・

【MATCH】・【MACROM】・【ETON】・【audison】・【BLAM】を中心として行います。 

 

審査員につきましては、前回に引き続き審査員長の山之内正先生をはじめとする、日本を代表する著名評論家

の方々をお迎えし、皆様のお車をジャッジさせて頂きます。 

 

詳細につきましては、次ページ以降のコンテスト概要にてご確認頂くとして、本格的なヨーロピアンサウンド

を感じて頂ける大会となります。ご不明な点などは主催各社および各代理店にお問い合わせ下さい。 

 

運営主体となる 5 社ともコンテスト主催者として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、至らない点が多々あるかもしれませんが、全社で力を合わせ、精一杯運営させて頂く所

存でございます。皆様奮ってご参加下さいますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

令和 3 年 2 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  

 

 

 

 

※1【mosconi/GLADEN】は、エキスパートクラスのコース設定はございませんが、主催ブランドの定義に含まれます。詳細は

各コースのエントリーレギュレーションをご確認ください。 

※2【ARC AUDIO】は BLACK シリーズスピーカー/RS シリーズスピーカーのみ主催ブランドの対象となります。 



- 3 - 

 

■コンテスト概要■ 

【西日本会場】・開催日時：2021 年 5 月 16 日（日） 

・開催時間：8：00 開場～18：00 終了（予定） 
・開催場所：あじさいフローラみき 駐車場 兵庫県三木市別所町高木 

 

【東日本会場】・開催日時：2021 年 6 月 13 日（日） 
・開催時間：8：00 開場～18：00 終了（予定） 

・開催場所：常総市地域交流センター 東側駐車場 茨城県常総市新石下 2010 

 

※同一車両が【西日本会場】と【東日本会場】の両会場にエントリーすることはできません。 

 

■主催ブランドについて■ 

【DYNAUDIO】・【VENTURE AUDIO】・【MUNDORF】・【mosconi/GLADEN】 

【DLS】・【Sinfoni/QUARTORIGO】 

【morel】・【ARC AUDIO BLACK/RS シリーズ】（※ARC AUDIO は BLACK/RS シリーズのスピーカーのみ対象） 

【BRAX】・【HELIX】・【MATCH】・【MACROM】・【ETON】 

【audison】・【BLAM】 

※全てのフロントスピーカーもしくはフロントスピーカーを駆動する全てのパワーアンプに上記ブランドを使用しているシステム

を主催ブランド使用と定義いたします。（主催ブランド内でのブランドミックスも含む） 

 

■各クラス・コース分け表■ 

コース名 エントリー代 予定台数 審査員（各コース 1 名審査） 

《プロフェッショナルクラス》 【西日本】 

 

山之内正 

鈴木裕 

小原由夫 

生形三郎 

（敬称略） 

（予定） 

※4 

【東日本】 

 

山之内正 

和田博巳 

炭山アキラ 

土方久明 

（敬称略） 

（予定） 

※4 

ディーラープロフェショナルコース ※1 25,000 円 15 台 

ユーザープロフェショナルコース（A）※2 20,000 円/24,000 円 

 (シングルエントリー価格) ※3 

20 台 

ユーザープロフェショナルコース（B）※2 20 台 

《エキスパートクラス》 

ジャンライン コース 

10,000 円 

(シングルエントリー価格) 

15 台 

佐藤商事 コース 15 台 

フェリースソニード コース 15 台 

エムズライン コース 15 台 

トライム コース 15 台 

※1：ディーラープロフェッショナルコースは、１社あたり２台までエントリー可能です。 

※2：ユーザープロフェッショナルコースは、締切り後にシステム金額と台数に応じてコース分けを行う予定です。 

   ユーザープロフェッショナルコースは、主催ブランド不使用でもエントリー可能です。 

※3：シングルエントリーの代金は主催ブランド使用の場合は 20,000 円、主催ブランド不使用の場合は 24,000 円となります。 

※4：各コースの担当審査員はエントリー締切り後にウェブにて発表いたします 

 

■ダブルエントリーについて■ 

プロフェッショナルクラス エキスパートクラス エントリー代 

『ユーザープロフェッショナルコース』 『各社コース』 25,000 円 

※上記のエントリー代はダブルエントリー時 5,000 円値引き後の価格です。シングルエントリー時の代金は上記をご覧ください。 

※上記の組み合わせ以外のダブルエントリーは出来ません。（エキスパートクラス内のダブルエントリーは不可） 
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■ユーザープロフェッショナルコースのシステム金額について■ 

【重要】【※前回より変更有り】ユーザープロッフェショナルコースのコース分け基準となるシステム金額とは、 

ヘッドユニット/DAP、DAC/DDC、プロセッサー（リモコンや AUX 入力等の別売品含む）、パワーアンプ、スピー

カー（サブウーファー含む）の合計金額とします。 

※2021 年 3 月 1 日時点におけるメーカー希望小売価格（税抜）で計算してください。尚、オープン価格の製品は新

品の実勢売価（メーカー直販サイトがある場合はそのサイトでの販売価格）で計算するものとします。 

 また販売終了製品は販売終了時の価格で計算してください。 

※審査時に使用しないナビや純正ヘッドユニット、その他の機器は金額に含みません。 

※スピーカーグリルやキャパシター等のアクセサリー類、ケーブル類、取り付け工賃は金額に含みません。 

※単品の定価設定がないものを使用している場合は、メーカーもしくは販売店でご確認の上、計算してください。 
 

【システム金額計算例】 

ユニット 例 1 例 2 

ヘッドユニット/DAP NW-WM1Z \299,880 AVIC CL902XSII \278,000 

DAC/DDC AT-HRD500 \70,000 ヘッドユニット内蔵  

プロセッサー DSP-ULTRA+DIRECTOR \270,000 ヘッドユニット内蔵  

パワーアンプ THESIS TH due+TH quattro \770,000 Precision two×3 台 \540,000 

スピーカー 

+サブウーファー 

SUPREMO 602 Active  

+ ULTIMO Ti 104 
\860,000 

Esotar2 110/650 

＋Esotar2 1200 
\499,000 

合計金額  \2,269,880  \1,317,000 

※システム金額を過少に申告された場合は、その理由に関わらず失格となり、審査にご参加頂けないだけでなく、今後

のエントリーについて受付販売店を含めお断りする場合もございますのでご注意ください。 

 

■注意事項■ 

・エントリー車両１台に付き、昼食 1 名様分（西日本会場はレストラン利用券/東日本会場はお弁当）がついています。

追加ご要望の場合、エントリーと同時にウェブより注文可能です。（西日本会場:\1,600/名・東日本会場:\900/個） 

・各コー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。また事務局の判断に

より早期にエントリー受付終了とさせていただく場合もございます。 

・エントリーは代金の事務局口座への着金をもって受付確定とします。 

 事務局より受付確定・エントリー番号のご連絡は行っておりません。エントリー申込み後にご入金が確認できない

場合のみ、事務局より E メールにてご連絡いたします。エントリー受付確定の確認を希望されるお客様は事務局

eurosoundcaraudio@gmail.com まで E メールにてお問い合わせください。 

・お振込後にキャンセルされる場合、理由の如何に関わらず、ご返金は行いません。あらかじめご了承ください。 

 

・【西日本会場】エントリー受付期間： 4 月 4 日（日）21：00～4 月 15 日（木）15：00 

エントリー代金振込期間：4 月 5 日（月）00：00～4 月 16 日（金）15：00 

 

・【東日本会場】エントリー受付期間： 5 月 6 日（木）21：00～5 月 13 日（木）15：00 

エントリー代金振込期間：5 月 7 日（金）00：00～5 月 14 日（金）15：00 

 

・エントリー代金振込開始はエントリー受付開始日翌日となります。 

 ※全銀ネットのモアタイムシステム参加金融機関では、平日夜間・土日祝日での即時入金が可能となります。 

エントリー受付開始日の夜間 24 時までにお振込手続きを行った場合は、翌日ではなく当日の着金となってしまい

ますのでくれぐれもご注意ください。システムについて不明な点はご利用の金融機関にご確認ください。 

◆全銀ネットウェブサイト https://www.zengin-net.jp/company/time/ 

※尚、受付開始日に着金した場合には代金振込開始日の最後に着金したものとして受付処理いたします。 

  例）Ａ様：4 月 4 日 23:00 に着金／Ｂ様：4 月 5 日 01:00 に着金／Ｃ様：4 月 6 日 9:00 に着金 

  この場合、Ｂ様→Ａ様→C 様の順にエントリー番号を発行します。代金振込開始日午前 0 時前の着金については

振込開始日の最後になってしまう点に十分にご留意ください。 

・エントリー番号の発行は申込み順ではなく、エントリー代金の着金順となります。当日の審査の順番はエントリー番

号の逆順で（数字の大きい方から先に）審査を行います。 

※複数コースでの審査を行うため、若干審査の順番が前後する場合がありますのでご了承ください。 

mailto:eurosoundcaraudio@gmail.com
https://www.zengin-net.jp/company/time/
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■エントリーレギュレーション■ 

 

《プロフェッショナルクラス》 
 

【ディーラープロフェッショナルコース】 
・ショップデモカー若しくはそれに準ずる車である事。 

・全てのフロントスピーカーもしくはそれらを駆動する全てのパワーアンプが主催ブランドである事。 

尚パワーアンプに主催ブランドを使用の場合、フロントスピーカーは全てヨーロッパブランドに限る。 

 

※主催ブランド内であればブランドミックスも可。（スピーカー例：MUNDORF のツィーター＋DYNAUDIO のウー

ファー）（パワーアンプ例：morel のパワーアンプ＋audison のパワーアンプ） 

※サブウーファーおよびサブウーファー駆動用のパワーアンプについてはブランドを問いません。 

※エントリー台数は 1 社あたり２台までとさせて頂きます。 

 

◆エントリー代金：25,000 円 
 

【ディーラープロフェッショナルコースのシステム例】※他ヨーロッパブランドとは主催ブランド以外のブランドを指します。 

フロントスピーカー フロント SP 用パワーアンプ 可否 備考 

BLAM 国内ブランド 〇 スピーカーがすべて主催ブランド 

他ヨーロッパブランド MOSCONI 〇 パワーアンプがすべて主催ブランド 

MUNDORF＋DYNAUDIO 他ヨーロッパブランド 〇 スピーカーがすべて主催ブランド 

他ヨーロッパブランド morel+audison 〇 パワーアンプがすべて主催ブランド 

他ヨーロッパブランド 他ヨーロッパブランド × 主催ブランドを使用していない 

国内ブランド BRAX × スピーカーがヨーロッパブランドではない 

DLS＋他ヨーロッパブランド 国内ブランド × スピーカーの 1 部のみ主催ブランド 

他ヨーロッパブランド ETON+他ヨーロッパブランド × パワーアンプの 1 部のみ主催ブランド 

 

 

【ユーザープロフェッショナルコース】 
・フロントスピーカーが全てヨーロッパブランドである事。 

・尚、全てのフロントスピーカーもしくはそれらを駆動する全てのパワーアンプが主催ブランドである場合は、主催

ブランド使用車両としてシングルエントリー代金が 20,000 円となります。 

・主催ブランド不使用の場合は、エントリー代金が 24,000 円となります。 

 

※主催ブランド内のブランドミックスであれば主催ブランド使用車両と定義します。（スピーカー例：MUNDORF の

ツィーター＋DYNAUDIO のウーファー）（パワーアンプ例：morel のパワーアンプ＋audison のパワーアンプ） 

 ただし、主催ブランドと主催ブランド以外のブランドミックスの場合は主催ブランド不使用となります。（スピー

カー例：DLS のツィーター＋他ヨーロッパブランドのウーファー）（パワーアンプ例：HELIX のパワーアンプ＋他

ブランドのパワーアンプ） 

※サブウーファーおよびサブウーファー駆動用のパワーアンプについてはブランドを問いません。 

 

◆エントリー代金：20,000 円/24,000 円（シングルエントリーの場合） 
 

【ユーザープロフェッショナルコースのシステム例】※他ヨーロッパブランドとは主催ブランド以外のブランドを指します。 

フロントスピーカー フロント SP 用パワーアンプ 可否 備考 

BLAM 国内ブランド 〇 

主催ブランド使用 

エントリー代金：20,000 円 

他ヨーロッパブランド MOSCONI 〇 

MUNDORF＋DYNAUDIO 他ヨーロッパブランド 〇 

他ヨーロッパブランド morel+audison 〇 

DLS＋他ヨーロッパブランド 国内ブランド 〇 

主催ブランド不使用 

エントリー代金：24,000 円 

他ヨーロッパブランド ETON+他ヨーロッパブランド 〇 

他ヨーロッパブランド 他ヨーロッパブランド 〇 

他ヨーロッパブランド 国内ブランド 〇 

国内ブランド BRAX × 
フロントスピーカー（の全て）がヨーロッパ

ブランドではないためエントリー不可 ETON+国内ブランド 国内ブランド × 

国内ブランド 他ヨーロッパブランド × 
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《エキスパートクラス》 

 
・サブウーファーおよびサブウーファー駆動用のパワーアンプについてはブランドを問いません。 

◆エントリー代金：10,000 円（シングルエントリーの場合） 
 

【ジャンライン コース】 
全てのフロントスピーカーが morel・ARC AUDIO BLACK/RS シリーズを含む主催ブランドである事。もしくは

フロントスピーカーを駆動する全てのパワーアンプが morel を含む主催ブランドである事。尚、パワーアンプに使

用の場合、フロントスピーカーは全てヨーロッパブランドに限る。 
 

【システム例】※他ヨーロッパブランドとは主催ブランド以外のブランドを指します。 

フロントスピーカー フロント SP 用パワーアンプ 可否 備考 

morel・ARC AUDIO BLACK/RS シリーズ 国内ブランド 〇  

他ヨーロッパブランド morel 〇  

MUNDORF(tw)+morel (wf) 他ヨーロッパブランド 〇 morel を含んだ主催ブランド 

他ヨーロッパブランド ｍorel＋MOSCONI 〇 morel を含んだ主催ブランド 

他ヨーロッパブランド morel+他ヨーロッパブランド × 主催ブランド以外が含まれる 

morel (tw)+他ヨーロッパブランド 国内ブランド × 主催ブランド以外が含まれる 

 
【佐藤商事 コース】 
全てのフロントスピーカーが DYNAUDIO・VENTURE AUDIO・MUNDORF を含む主催ブランドである事。 
 

【システム例】※パワーアンプのブランドは問いません。※他ヨーロッパブランドとは主催ブランド以外のブランドを指します。 

フロントスピーカー 可否 備考 

DYNAUDIO・VENTURE AUDIO・MUNDORF 〇  

DYNAUDIO (tw)+GLADEN (wf) 〇 DYNAUDIO を含んだ主催ブランド 

MUNDORF (tw)+他ヨーロッパブランド(wf) × 主催ブランド以外が含まれる 

 
【フェリースソニード コース】 
全てのフロントスピーカーが DLS・Sinfoni/QUARTORIGO を含む主催ブランドである事、もしくはフロントスピ

ーカーを駆動する全てのパワーアンプが DLS・Sinfoni/QUARTORIGO を含む主催ブランドである事。尚、パワー

アンプに使用の場合、フロントスピーカーは全てヨーロッパブランドに限る。 
 

【システム例】※他ヨーロッパブランドとは主催ブランド以外のブランドを指します。 

フロントスピーカー フロント SP 用パワーアンプ 可否 備考 

DLS・Sinfoni/QUARTORIGO 国内ブランド 〇  

他ヨーロッパブランド DLS・Sinfoni/QUARTORIGO 〇  

DLS(tw)+BRAX(wf) 国内ブランド 〇 DLS を含んだ主催ブランド 

他ヨーロッパブランド DLS+HELIX 〇 DLS を含んだ主催ブランド 

他ヨーロッパブランド DLS+他ヨーロッパブランド × 主催ブランド以外が含まれる 

DLS (tw)+他ヨーロッパブランド(wf) 国内ブランド × 主催ブランド以外が含まれる 

 
【エムズライン コース】 
全てのフロントスピーカーが BRAX・HELIX・MATCH・ETON・MACROM を含む主催ブランドである事、もしく

はフロントスピーカーを駆動する全てのパワーアンプが BRAX・HELIX・MATCH・ETON・MACROM を含む主催

ブランドである事。尚、パワーアンプに使用の場合、フロントスピーカーは全てヨーロッパブランドに限る。 
 

【システム例】※他ヨーロッパブランドとは主催ブランド以外のブランドを指します。 

フロントスピーカー フロント SP 用パワーアンプ 可否 備考 

BRAX・HELIX・MATCH・ETON・MACROM 国内ブランド 〇  

他ヨーロッパブランド BRAX・HELIX・MATCH・ETON 〇  

ETON(tw)+BLAM(wf) 国内ブランド 〇 ETON を含んだ主催ブランド 

他ヨーロッパブランド BRAX+audison 〇 BRAX を含んだ主催ブランド 

他ヨーロッパブランド MACROM+他ヨーロッパブランド × 主催ブランド以外が含まれる 

HELIX(tw)+他ヨーロッパブランド(wf) 国内ブランド × 主催ブランド以外が含まれる 
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【トライム コース】 
全てのフロントスピーカーが audison・BLAM を含む主催ブランドである事、もしくはフロントスピーカーを駆動

する全てのパワーアンプが audison・BLAM を含む主催ブランドである事。尚、パワーアンプに使用の場合、フロ

ントスピーカーは全てヨーロッパブランドに限る。 
 

【システム例】※他ヨーロッパブランドとは主催ブランド以外のブランドを指します。 

フロントスピーカー フロント SP 用パワーアンプ 可否 備考 

audison・BLAM 国内ブランド 〇  

他ヨーロッパブランド audison・BLAM 〇  

BLAM(tw)+morel(wf) 国内ブランド 〇 BLAM を含んだ主催ブランド 

他ヨーロッパブランド audison+morel 〇 audison を含んだ主催ブランド 

他ヨーロッパブランド audison+他ヨーロッパブランド × 主催ブランド以外が含まれる 

BLAM(tw)+他ヨーロッパブランド(wf) 国内ブランド × 主催ブランド以外が含まれる 

 

■エキスパートクラスの追記事項■ 
※エキスパートクラスにおいて、主催ブランド内でのブランドミックスしたシステム【例：DLS+audison、

morel+DYNAUDIO 等】はエントリー条件を満たすコースのいずれか 1 コースのみにエントリー可能です。 
 

【システム例】※他ヨーロッパブランドとは主催ブランド以外のブランドを指します。 

フロントスピーカー フロント SP 用パワーアンプ 可否 備考 

morel(tw)＋ 

DYNAUDIO (wf) 
他ヨーロッパブランド 〇 

ジャンラインコースまたは 

佐藤商事コースにエントリー可 

他ヨーロッパブランド 
Sinfoni/QUARTORIGO+ 

audison 
〇 

フェリースソニードコースまたは 

トライムコースにエントリー可 

morel(tw)+ 

VENTURE AUDIO(mid)+ 

DLS(wf) 

BRAX+ 

audison 
〇 

・ジャンラインコース 

・佐藤商事コース・フェリースソニードコース 

・エムズラインコース・トライムコース 

上記のいずれか 1 コースのみにエントリー可 

 

■全コース共通事項■ 
・主催各社が輸入した正規輸入品を使用している事。 

・エントリーは『エントリー受付ショップ』（主催各社の正規販売店）のお客様のみとさせていただきます。 

 必ず事前に受付ショップにご連絡をして頂いた上で、エントリー申し込みをお願いいたします。なお事務局より受

付ショップのお客様であるという確認をさせて頂く場合がございます。 

・DC24V 以下の電源で動作する車載用またはポータブルのオーディオ機器のみ使用可とします。 

・インストールについての審査項目はありません。 

・レギュレーション違反等の失格となる行為を行った場合は、エントリー費用及び会場までの交通費や宿泊費、オー

ディオ機器代金等、付随費用のすべてに対し返金・補償・返品は致しかねますのでご了承ください。 

 

■審査時の音源・メディアについて■ 
・審査時における音源のファイル形式およびメディアを含む再生機器に制限はございません。（※再生機器について

は上記レギュレーションの範囲内に限る） 

・音源・メディア・再生機器を全てお客様にてご用意ください。事務局での用意は一切ございません。 

・審査員が乗車する際に課題曲が再生できる状態に準備をお願い致します。 

※96kHz-24bit、96kHz-32bit、192kHz-24bit、2.8MHz-1bit 等複数のサンプリング周波数・ビットレート、

WAV・FLAC・DSF 等のファイル形式の違いなどで販売されている場合はご自由にお選びください。 

※課題曲については次ページをご覧ください。 

 

■エントリー申込方法■ 
(1) ウェブサイトよりエントリー申込み：アドレス http://eurosound.shop24.makeshop.jp/ 

(2) 代金振込先のお知らせ（エントリー申込み手続き完了時の返信 E メールにてご連絡） 

※アドレス：eurosoundcaraudio.entry@gmail.com からのメールを受信可能しておいてください。 

(3) 代金のお振込み手続き 

※振込先口座が前回と変更となる可能性がございます。エントリー申込後に送られてくる返信メールに記載されて

いる振込先口座を必ず確認して頂き、お振込み手続きをお願いいたします。 

前回の振込先口座を登録されている方は特にご注意ください。 

(4) 事務局よりゼッケン・審査用紙等郵送（各会場の開催１～2 週間前予定） 

※ウェブ上からのエントリーが困難な場合は主催各社の担当または事務局までご相談ください。 

http://eurosound.shop24.makeshop.jp/
mailto:eurosoundcaraudio.entry@gmail.com
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■特にご注意頂きたい点■ 
・エントリー後の審査コース（クラス）の変更は一切出来ません。機材不調等のやむを得ない事情によりシステム変

更があった場合はエントリー期間中かつ、定員に空きがある場合のみ受け付け致します。 

その場合は新規の申し込み扱いとなり、審査順番も変更の申し出があった時点での順番となります。（エントリー

代金をお支払いの場合を含む） 

その際の受付はウェブからの再エントリーまたは E メール等により所定の手続きを行っていただきます。 

・ユーザープロフェッショナルコースのコース分け基準となるシステム金額の価格、全てのコースの担当審査員はエ

ントリー申込締め切り前には公表できません。 

・エントリー申込及び代金のお振込みはエントリー車両 1 台ごとに行ってください。尚、お振込み名義は必ずエント

ラント個人名でお願いいたします。 

 

■課 題 曲■ 
エントリーされるクラスの課題曲 2 曲をエントラント各自でご用意ください。（審査には 2 曲共に使用します） 

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
ク
ラ
ス 

 

 

アーティスト Anne-Sophie Mutter 

アルバム Across the Stars 

トラック 
トラック 5 Donnybrook Fair [Based On "Blowing Off Steam" 

From "Far And Away"] 

ハイレゾ配信 https://www.e-onkyo.com/music/album/uml00028947975564/ 

CD 盤 ユニバーサル ミュージック JAN：4988031341315 

 

 

アーティスト ブルーノート・オールスターズ 

アルバム Our Point of View 

トラック トラック 10 フリーダム・ダンス 

ハイレゾ配信 https://www.e-onkyo.com/music/album/uml00602557774955/ 

CD 盤 ユニバーサル ミュージック JAN：4988031240335 

※ディーラープロフェッショナルコース/ユーザープロフェッショナルコース共通の課題曲となります。 

 

エ
キ
ス
パ
ー
ト
ク
ラ
ス 

 

 

アーティスト 宮田大, トーマス・ダウスゴー, BBC スコティッシュ交響楽団 

アルバム エルガー：チェロ協奏曲/ヴォーン=ウィリアムズ：暗愁のパストラル 

トラック トラック 1 エルガー：チェロ協奏曲 第 1 楽章 Adagio - Moderato 

ハイレゾ配信 https://www.e-onkyo.com/music/album/cokm42470/ 

CD 盤 日本コロムビア JAN：4549767076744 

 

 

アーティスト 椎名林檎 

アルバム ニュートンの林檎 

トラック トラック 16 公然の秘密 ※CD はディスク 2 のトラック 1 

ハイレゾ配信 https://www.e-onkyo.com/music/album/uml00602508402814/ 

CD 盤 ユニバーサル ミュージック JAN：4988031356777 

 

■課題曲についてのご注意■ 

・ハイレゾ音源、CD 音源に関わらず違法コピーは法律で固く禁じられていますので絶対におやめください。 

・審査時に使用する音源のファイル形式および CD の国内盤/輸入盤等の指定はございません。 

・不慮の事由により配信停止や CD が入荷未定となる場合もございますので、お早目の購入をお勧めいたします。 

 

■表彰について■ 
各コース１位～３位までにトロフィーが授与されます。入賞は上位 6 位まで表彰いたします。（※コースあたりのエ

ントリー台数により入賞者数が変更になる場合がございます） 

https://www.e-onkyo.com/music/album/uml00028947975564/
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%82%BA%E5%82%91%E4%BD%9C%E9%81%B8-%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%8D-%E3%82%BE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A0%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B07T1L1R8V/ref=sr_1_4?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=across+the+stars&qid=1576920428&sr=8-4
https://www.e-onkyo.com/music/album/uml00602557774955/
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BA/dp/B074XP1213/ref=sr_1_3?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=Our+Point+Of+View&qid=1576919407&sr=8-3
https://www.e-onkyo.com/music/album/cokm42470/
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%BC-%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%AD%E5%8D%94%E5%A5%8F%E6%9B%B2-%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%B3-%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%82%BA-%E6%9A%97%E6%84%81%E3%81%AE%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AB/dp/B07WNGZMJH/ref=mb_oe_a
https://www.e-onkyo.com/music/album/uml00602508402814/
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%9E%97%E6%AA%8E-%E5%88%9D%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E7%9B%A4-%E5%88%9D%E5%9B%9E%E7%94%9F%E7%94%A3%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%9B%A4-2CD-%E6%A4%8E%E5%90%8D%E6%9E%97%E6%AA%8E/dp/B07YC5LPYP/ref=tmm_acd_title_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
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■販売店ブースについて■ 
販売店ブースはディーラープロッフェショナルコースにエントリーされている販売店様のみとなります。 

テント・のぼり設置の可否につきましては別途お知らせいたします。 

 

■会場内での注意事項■ 
会場でのエントリー車両以外の乗り物の使用は禁止です。発見次第使用を中止して頂きます。（スタッフを除く） 

また会場内の通路に椅子やテントの設置は大変危険ですのでおやめください。 

 

■感染症対策について■ 
本年は感染症拡大予防のため、以下の点を厳守してください。 

・来場前に各自検温と体調チェックを行ってください。 

・場内ではマスクを常に着用してください。 

・対人距離を最低 1m（できるだけ 2m を目安に）確保してください。 

・手洗いや手指の消毒を徹底してください。 

・接触確認アプリ（COCOA）や各地域の通知サービスをインストールし稼働させてください。 

・審査前後の車内換気の徹底、高頻度接触部位（ドアノブやスイッチなど）の消毒・清掃を必ず行ってください。 

 

※本年は一般来場者の入場をお断りいたします。そのためゲストパスの発行は行いません。 

※会場内へはエントリーされているお客様とその同乗者様・販売店様のみ入場可といたします。 

 

■審査員のご紹介■ 
山之内 正（やまのうち ただし） 
大学在学時よりコントラバスの演奏を始め、今でも市民オーケストラで演奏会にも出演。年に数回はオペラ鑑賞など

の為、海外を訪れる。その知識はオーディオ装置の評論などにも確実に反映されています。2018 年より当コンテスト

審査員長を務めて頂いております。 

 

和田 博巳（わだ ひろみ） 
Stereo Sound 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。 

 

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 Auto 

Sound 誌などでも執筆されています。車に対する造詣も深く、ユーザー様への的確なアドバイスが好評。 

 

小原 由夫（おばら よしお） 
オーディオビジュアル専門誌の執筆活動を始め、カーオーディオコンテストでも的確な審査・アドバイスがユーザー

から好評を得ています。最近では『ジェフ・ポーカロの(ほぼ)全仕事 レビュー＆奏法解説でグルーヴの秘密を探る』

の執筆も行っています。 

 

炭山 アキラ（すみやま あきら） 
オーディオアクセサリー誌での執筆を始め、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。 

 

土方 久明（ひじかた ひさあき） 
主に音元出版系媒体で活躍中のオーディオ評論家。ネットワークオーディオと PC オーディオに精通する新世代の評論

家であり、様々なオーディオ誌にハイレゾ関連の執筆を行いながら、最近はオーディオ製品を取り扱う大手輸入商社

でもハイレゾについて講義を行うなど、活発に活動中。 

 

生形 三郎（うぶかた さぶろう） 
音大卒の若手オーディオ評論家。オーディオ専門誌各誌での執筆活動の他に、作曲や録音エンジニア業も営むなど、

「演奏＝録音＝再生」の実践に基づく評論活動を展開。スピーカー設計も手掛け、自作 4way マルチをリファレンス

に据えるなど、システム構築にも広い見識をお持ちです。 
※敬称略 

※不慮の事由により、止むを得ず審査員が変更となる場合もございます。あらかじめご了承ください。 
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■コンテスト公式ウェブサイトのご案内■ 

http:/eurosoundcaraudio.wix.com/index/ 
課題曲や審査項目の解説など、随時更新しますので、最新情報はこちらでご確認下さい。 

企画書の発行後、内容が更新されることもございます。その場合、公式サイトの内容が最新かつ優先

されますので、ご注意下さい。 

また公式フェイスブックのページもございますのでフォローをお願いいたします。 

 

【添付資料：エントリー申し込み時に必要な入力事項について】 
ウェブサイトでのエントリー申し込みの際には、以下の情報を全て入力して頂く必要がございます。 

未入力事項がある場合は、エントリー申し込みが完了できませんので、あらかじめご準備をおねがいいたします。 

またエントリー開始前でも、お客様登録（下記項目の住所までを入力）が可能となっておりますのでご利用ください。 

入力項目 入力例 備考 

お名前  有路昆太郎  

お名前（フリガナ）  ユウロコンタロウ  

電話番号  090-XXXX-XXXX 
コンテスト当日に連絡可能な

携帯番号 

メールアドレス  eurocontarou@□□□.com 
このアドレスに振込先が記載

された返信メールが届きます 

ご住所 

 〒166-0002  

 東京都  

 杉並区  

 高円寺北 4-43-1 常盤館 1F 
アパート・マンション名と 

部屋番号まで入力 

ヘッドユニット/DAP  299,880 円 

実際に入力するのはシステム

合計金額のみとなります 

DAC/DDC  70,000 円 

プロセッサー  270,000 円 

パワーアンプ  770,000 円 

スピーカー  700,000 円 

サブウーファー  160,000 円 

システム合計金額  2,269,800 円 
100 円単位まで 

エキスパートクラスのみエン

トリーの場合も入力必須 

エントリー 

受付ショップ名 
 ジャンライン高円寺店 

カタカナ表記を推奨 

複数店舗の場合は支店名まで 

ゼッケン等書類 

送付先 
ショップ・自宅 ショップ 選択式 

車両情報（車種名）  トヨタ プリウス  

車体色 白・黒・赤・青・緑・黄・灰・橙・茶 灰 
選択式（紫は青、ゴールドは黄、

シルバーは灰、ピンクは橙） 

ナンバープレート 

情報 

 品川  

 300  

 お  

 11-11  

※ご入力頂いた個人情報の取り扱いについては、エントリーウェブサイトの個人情報保護ポリシーに記載していますのでご覧ください。 

http://eurosoundcaraudio.wix.com/index/

