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はじめに｜01

oldcar collection in サッポロとは
2013年に第１回目を東京・お台場で開催した「お台場旧車天国」。
2016年開催では出展車両700台、入場者数2万人超えの旧車ファンの一大
イベントが、なんと2018年に北海道へ上陸!? ｢北海道旧車天国｣として
誘致するために2017年10月に札幌にてプレイベントを開催します。
「old car collection in サッポロ」。
旧車オーナーミーティング(4輪・3輪・2輪)を中心とし、親子で楽しめる
RCカー・ミニ四駆等のコンテンツも加え、縁日やキッチンカー・働く
車など、見て楽しい、買って楽しい、売って楽しい、乗って楽しい、
そんなイベントにぜひご参加ください！
旧車で北海道を盛り上げたいと思います。

旧車業界の活性化はもとより「クルマの趣味」を子どもや孫といった
次なる世代につないでいくための自動車文化・イベントに育てていけるよう、
様々な取り組み・より多くのコンテンツを盛り込んでいきます。。
クラブ会員の皆さんや周りにいる旧車・希少車・絶版車オーナーの方々を
お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。
参加申し込みは公式 HP より受け付けております。

oldcar collection in サッポロ

開催概要｜02

イベント名： oldcar collection in サッポロ
開

催

日： 2017 年 10 月 7 日 ( 土 )・10 月 8 日 ( 日 )

開

催

地： シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ 第２駐車場

参 加 概 要： 参加定員 200 台予定
【エントリー期間】

2017 年 6 月 20 日 ( 火 )〜9 月 1 日 ( 金 )
※早期申込割引有り（7 月２1 日 ( 金 ) まで）

【エントリー種別】
１）４輪車両展示
２）２輪車両展示
３）４輪車両展示 + スワップミート
４）２輪車両展示 + スワップミート
５）スワップミート（物販のみ）

※スワップミート（物販のみ）はエリアの区別はありません。
※３輪は４輪と同等の扱いです。
車両展示参加者の特典など詳細は「エントリーのご案内」ページをご覧ください。
輸入車も大募集しています。

チケット：（前売）一般 1,200 円（500 円金券付）
（当日）一般 1,500 円（500 円金券付）

※小学生以下は無料
※障がい者の方は、障がい者手帳をご提示いただくと、ご本人様と介添人１名様まで無料で
入場いただけます。

主

催： オールドカーコレクション in サッポロ実行委員会
北海道旧車会実行委員会
【札幌事務局】
TEL.011-642-8366（平日 10:00〜18:00）
協同組合北海道イベントプロモーション協会内
担当：佐藤 浩一郎（E-mail. k-sato@unitpromotion.com）
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【エントリー募集要項】

旧車エリアとマニアックエリアに加え、輸入車エリアを設け、さまざまな
年代の旧いクルマと交流ができる総合クラシックカーオーナーミーティング
を行います。
※輸入車オーナーさんは車両プロフィール登録時に必ず「輸入車」を選択してください。
※コマ（スペース）については「旧車／マニアック」「国産車／輸入車」共通です。

◉エントリー資格
・各エリアの年式に合う車両、又は同一型式車両であること。
・開催当日自走可能な車両であること。

・イベントの趣旨を理解し、別紙参加誓約書に基づき事務局の決定事項に従える方。
・参加車両の管理は参加者各自で行えること

・受付〜閉会式までの開催中、会場に展示可能であること。

（10:00〜15:30 の間は会期中のため展示車両の移動ができません。）

◉誓約事項について
・会期中、展示車の保管管理は自己責任でお願いします。

・来場者や近隣住民等に迷惑となるような（エンジンの空吹かし等）の行為は禁止させていただきます。
・会期中は係員の指示に従ってくださいますようお願いします。
・車両の写真撮影およびホームページへの掲載をご了承下さい。

当イベントでは複数のメディアより取材・掲載されることを前提としてご参加下さい。

旧車エリアとは？

マニアックエリアとは？

1985 年 ( 昭和 60 年 ) までに
（輸入車およびバイクは 1995 年まで）
生産された車両、
または同一形式車両で
「味のある貴重なクルマ」をお持ちの方は
旧車エリアへ！

1986 年 ( 昭和 61 年 ) までに
（輸入車およびバイクは 1996 年以降）
生産された「マニアックすぎる」
「目立つ」
「これは珍しい」
「変わっている」
車両をお持ちの方はマニアックエリアへ！

【車両展示のみ】【車両展示+スワップミート】

【車両展示のみ】【車両展示+スワップミート】
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【各エントリー種別の詳細】
旧車エリア・マニアックエリア
◎４輪(3輪含む)車両展示

対象

4 輪（3 輪含む）車両を展示したい方。

エントリー料 （屋外）6,500 円
5m
3m

◎2 輪車両展示

スペース

1 コマ：3m 5m のエリア（基本設備なしの土間渡し）になります。
積載車で来場の場合は会場内駐車スペースをご利用ください。

特典

ご本人パス・招待券１名分 (1,200 円相当 )・イベント記念品・アワード資格

対象

2 輪車両を展示したい方。

エントリー料 （屋外）3,500 円
スペース

1 コマ：2.5m 4m のエリア（基本設備なしの土間渡し）になります。
積載車で来場の場合は会場内駐車スペースをご利用ください。

2.5m

特典

ご本人パス・招待券１名分 (1,200 円相当 )・イベント記念品・アワード資格

◎４輪（3 輪含む）車両展示
+ スワップミート

対象

車両（4 輪・3 輪）展示し、尚且つ個人フリーマーケットにも参加したい方。

4m

エントリー料 （屋外）12,000 円
スペース

※スワップミートの区画は主催者の決定した番号の場所となります。場所の指定はできませんので
あらかじめご了承ください。番号の案内は参加資料とともに、ご案内いたします。資料の発送は
○月頃を予定しております。

6m
3m

◎2 輪車両展示
+ スワップミート

1 コマ：3m 6m のエリア（基本設備なしの土間渡し）になります。
解放面は事務局が指定いたします。
2 コマ購入の方は車両 2 台の展示が可能となります。

特典

ご本人パス・招待券１名分 (1,200 円相当 )・イベント記念品・アワード資格

対象

車両（2 輪）展示し、尚且つ個人フリーマーケットにも参加したい方。

エントリー料 （屋外）12,000 円
スペース

※スワップミートの区画は主催者の決定した番号の場所となります。場所の指定はできませんので
あらかじめご了承ください。番号の案内は参加資料とともに、ご案内いたします。資料の発送は
○月頃を予定しております。

6m
3m

1 コマ：3m 6m のエリア（基本設備なしの土間渡し）になります。
解放面は事務局が指定いたします。
2 コマ購入の方は車両 2 台の展示が可能となります。

特典

ご本人パス・招待券１名分 (1,200 円相当 )・イベント記念品・アワード資格

物販エリア
◎スワップミート（物販のみ）

対象

車両は展示せず個人フリーマーケットに参加したい方。
物販の際に搬入する車両１台分の配置可。
（普通車両サイズまで）

エントリー料 （屋外）12,000 円
スペース
6m

1 コマ：3m 6m のエリア（基本設備なしの土間渡し）になります。
解放面は事務局が指定いたします。
2 コマ購入の方は車両 2 台の展示が可能となります。

※スワップミートの区画は主催者の決定した番号の場所となります。場所の指定はできませんので
あらかじめご了承ください。番号の案内は参加資料とともに、ご案内いたします。資料の発送は
○月頃を予定しております。

3m

特典

ご本人パス・招待券１名分 (1,200 円相当 )・イベント記念品

※スワップミートは個人の方を対象としています。法人の方は事務局までお問い合わせください。
※入場チケットに付属する金券はスワップミートでは使用できませんのでご注意ください。万が一、使用を
受け付けても主催者側で換金できませんのでご注意ください。
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【企業出展】
屋外エリア
A

スペース：3.6m 3.6m（テント持込可） 30,000 円（税別）

B

スペース：3.6m 7.2m（テント持込可） 50,000 円（税別）

■オプション
・テント 2k 2k
1 張 20,000 円（税別） ・テント 2k 4k
1 張 30,000 円（税別）
・電気工事
1.5kw 15,000 円（税別）
※その他レンタル品をご用意しておりますのでご希望の方はお問い合わせください。

【シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ ホテルパック】
10 月６日 ( 金 )

10 月７日 ( 土 )

シングル（朝食付）
8,700 円（税別）

シングル（朝食付）
12,400 円（税別）

限定 20 部屋

※ホテル併設の次回スパ・プール無料券１枚が付きます。

ツイン（朝食付）
7,700 円（税別）／ 1 名
限定 50 部屋

※ホテル併設の次回スパ・プール無料券２枚が付きます。

限定 20 部屋

※ホテル併設の次回スパ・プール無料券１枚が付きます。

ツイン
（朝食付）
11,900 円（税別）／ 1 名
限定 50 部屋

※ホテル併設の次回スパ・プール無料券２枚が付きます。

【北海道オールドカーミーティング 2017】

ウエルカムパーティー
10 月 7 日 ( 土 ) 18:30〜
会費：5,500 円（税別）

【交通遺児育英会】
交通遺児への寄付｢あしながおじさん｣
【交通安全宣言】

出展者・来場者全ての方々の決意表明

詳しくは事務局までお問い合わせください。
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【協賛案内】

200,000円（税別）

ステージ協賛

協賛社名掲示（ステージケコミ・タイトル横・フライヤー等）
※トラックステージ

150,000円（税別）

入口ゲート協賛

協賛社名掲示（タイトル横・サイドタワー・フライヤー等）
※トラス入口ゲート

100,000円（税別）

働く車コーナー協賛

協賛社名掲示（告知サイン・タイトルサイン・フライヤー等）
※会場サイン

タイトルサイン協賛

※１０社限定

1口： 30,000円（税別）

協賛社名掲示（出展車両全てをタイトルバックにて撮影、協賛サイン）

ミニ四駆体験会協賛

100,000円（税別）

協賛社名掲示（ツインスター社名コラボ・告知サイン・フライヤー等）

