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メーカー各位 

 

                 ご挨拶 

                    株式会社モーターレーベル 藤原 

 

みなさまご多忙かとは思いますが、『ＺＥＲＯイベント開催案内状』に目を

通していただきありがとうございます。 

 

 ここ数年、北海道では数多くの４×４イベントやキャンプイベントが開催さ

れるようになりました。アウトドアブームの影響もあり北海道の４×４ユーザ

ーが増えていることを肌でを感じ取ることができます。 

  

そんな時代背景の後押しもあり、昨年満を持して開催した『リマインドオブ

ＺＥＲＯ』というイベントでその盛り上がりは確信的なものとなりました。 

 

 『ＺＥＲＯ』とは、土・日 2 日間開催されるイベントで、土曜日の前夜祭は

三味線ライブやモノマネショー・『音と光』で演出し、有名４×４ショップの

代表がデモカーを用い 1 対 1 で対決するといった斬新な企画。そしてその後は

キャンプサイトで気の知れた仲間たちとまったりキャンプ。 

 

2 日目は、ユーザー様のダートレース・モーグルレース、さらにはオーナー

の方々がじゃんけん大会や早食い・早飲み・人間マッドドラックなどを楽しむ

など、参加者全てが楽しめるよう配慮します。 

さらに、会場内には有名４×４ショップのデモカーブースや、飲食・レジャ

ーブースがありレースに参加していない人も楽しめる空間を作りました。 

  

 ２０１６ｙは昨年の良い所は継続し、さらに反省点なども十分に話し合いさ

らなるステップアップを目指し開催したいと思います。 

 

 まだまだ発展途上のイベントなのでみなさまのご協力のもと『新しいカタチ』

のイベントを作り上げていきたいと思いますのでご協力お願いいたします。 

 

 

 

 

 



１、イベントコンセプト 

 

イベントタイトル『リマインド オブ ゼロ』という名の由来は、『原点を

思い出す』という意味で、若かりし頃、子供の頃、『遊び』というものに対し

て純粋に向き合っていた頃の気持ちにフィードバックできるようなイベントに

したいと考えております。 

  

 北海道発、車・音楽・食・アウトドア・スポーツの融合イベントとして全国

に発信していきます。 

 

イベンターとして永遠のテーマでもある『参加者すべてが楽しめる』イベン

トを目指したいと思います。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



２、２０１５ｙイベントデータ集計 

 

来場者数 大人５００人 子供２００人 

来場台数 四駆系 ４００台 一般乗用 ５０台 

ダートレースエントリー台数 ５６台 

モーグルレースエントリー台数 ４９台 

ドレスアップコンテストエントリー台数 ３０台 

主催ショップ モーターレーベル・ＴＯＣボディーワークス・ソーダファクトリー・クラフトガレージウ

ーピー・トイズオートサービス・ビーインパクト 

 

協賛ショップ 

札幌 ケア整骨院グループ・フレックス札幌店・トミーモータース・オートガレージチャンプ・北海道

自動車企画・ビックラン札幌・マークル・ノースパーツ 03・ノースパーツ０３・ＶＮＣ札幌・エンカ

ーズ札幌・マークル・チームルーツ・ＣＲＯＳＳ－Ｂ・タイヤガーデン・イエローパーツ・ガレージス

イフト・アーリーテック・エフエイド・佐藤商会・ブラウニー・フィール・カナヤチョイス・Ｊ－ＵＰ

カンパニー・札東自工・スパークラーオート・メビウス・株式会社アプラス・スナップオン・マンゲイ

ブストア・プレミアファイナンス・エムズモート・フットサルスタジアム蹴・ミュージックバーＺＥＲ

Ｏ３・㈱グレイブ 

岩見沢 小川商会・レッドライン・バーバーショップアイリ 北見 ガレージミニッツ・パドック  

苫小牧 ワンウェイカスタムス 登別 冒険野郎稲原組 

旭川 ノースラボ 滝川 エートリニティー 士別 萩尾ボデー・サフォークラブ   

函館 車工房・クラッセ函館・沖付まるたい・ローソン鹿部店 

仙台 ワイルドモンキーズ  

京都 グランドキャニオン・ルビコンステージ・セルフトレーディング・モーターファーム 

大阪 プロスタッフ・フレックス大阪店 兵庫 ジャパン４×４ 

 

自動車系ブース 

ＴＯＣボディーワークス・ソーダファクトリー・クラフトガレージウーピー・トイズオートサービス・ビ

ーインパクト・フレックス札幌店・トミーモータース・Ｊ－ＵＰカンパニー・フィール・パドック・ガレ

ージミニッツ・エムズモート・ノースパーツ０３・スパークラーオート・タイヤガーデン・メビウス・北

海道自動車企画・スナップオン 

 

飲食・レジャーブース 

フットサルスタジアム蹴・アメ雑貨マンゲイブストア・沖付まるたい・たい焼き一休・カナヤチョイス・

焼き鳥活気・焼き鳥 鳥波羅蜜・ローソン鹿部店・エアーくじ・輪投げ・ヨーヨーすくい 

 



３、前夜祭 

 

 土曜日の夜から始まるイベントはモノマネショーや三味線生ライブなどのステージパフォーマンスはら

始まり、打ち上げ花火を合図にショップ対抗バトルが・・・ 

 

メインイベントショップ対抗バトル 

北海道を代表する４×４ショップ・４×４クラブの代表者が『ガチ』で 1対 1のトーナメント戦を戦い

ます。大音量の音楽と激しい MCで会場はヒートアップ！！ 

  

 

キャンプサイト 

会場内にあるキャンプサイトは無料開放してあり、イベント終了後は気の合う仲間達と朝まで語り合える

空間があります。 

  

  



４、一般エントリー 

 

ダートレース 

 ダートコースを 2本走っていただきベストタイムで順位を決めます。 

 クラス分け（ディーゼル NA/ガソリン・ディーゼルターボクラス/軽クラス）で各クラス 3位まで表彰

します。 

エントリー費 事前受付 3,000円 当日受付 4,000円  

全クラス合わせて 50台まで（当日のコンディションで変更有） 

  

 

モーグルレース 

 モーグルコースを 1本走っていただきタイムで順位を決めます。 

 コース内にポイントが 2か所あるので左のタイヤで踏んでゴールしてください。3位まで表彰します 

※ポイントを踏まずにゴールすると失格になります。 

 エントリー費 事前受付 3,000円 当日受付 4,000円 受付は 40台まで 

※ダートレース・モーグルレースはヘルメット・グローブ着用 

 

犬しょん（余興） 

 車輌の足回りのストロークを競う競技で、犬しょん計算法にてポイントで勝敗を決めます。優勝のみ表彰しま

す。    エントリー 1,000円 当日受付のみ 

  

 



ドレスアップコンテスト 

 入場時に受付にて受付をいただいて『ドレコン展示場』に車を展示していただきます。一般参加の方々

の投票で順位を決めます。 

 3位まで表彰します。 

 ※ショップデモカー除く 

 エントリー費 1,000円 当日受付のみ 

  
レース出場資格  

 原則として 18歳以上で普通免許証以上の資格を有する。未成年者は親権者が同伴していること。車輌

に関しては、トランスファーを持つ RV 四輪駆動車のみとする。 

 

縁日・飲食コーナー 

 縁日ブース：輪投げ・ヨーヨーすくい・１on１フットサル大会 etc 

 飲食ブース：たい焼きの一休・ピザカリフォルニア・沖漬けマルタイ 

       Man Cave Store ホットドック・屋台の焼きそば etc 

  レッドブルカーも出没します 

  

 

 

 

 

 



５、催事 

 

モノマネショー 

 すすきの『MUSIC BAR ZERO３』南 4西 3 No.3グリーンビル 5F 

吉川工事中として『爆笑ものまね紅白歌合戦』に出場した長嶋さんを筆頭にデーモンなど個性豊かなモ

ノマネを披露してくれます。 

 

三味線 タイズ 生ライブ 

 三味線と現代音楽が融合した三味線生ライブ！！ 

 アップテンポな音楽に三味線を乗せて会場を沸かせてくれます。 

 

  

 

フリースタイルサッカー 

 北海道のフリースタイルフットボールチーム NorthActors に所属し、GyoZa という愛

称で親しまれている彼。北海道のフリースタイルフットボールシーンを初期からひっぱ

り続けている。大会の戦績は最高日本 Best16。  主な活動としては、クラブイベント、

お祭り、野外フェス、結婚式余興、また日本で留まらず海外でのパフォーマンスも経験。

様々な場所で活動の場を広げている。  

  

 

 



 早食い・早飲み 

 各、子供・男子・女子のカテゴリーに分かれて開催します。 

 早食いはバナナ、上手い棒など。早飲みは炭酸飲料などで、子供はヤクルトなど飲みやすものになりま

す。各優勝者には豪華賞品当たります。 

  
じゃんけん＆ビンゴ大会 

 

 イベント開催期間中に各ショップ様から頂いた協賛品をかけてじゃんけん大会やビンゴ大会等を数回開

催します。レースにエントリーしていない人でもイベントを楽しんでいただけます。 

 

 

人間マッドドラック 

人間マッドドラックとは前夜祭にショップ対抗バトルで使用したコースをご来場いただいた方々に『ガ

チ』で走っていただきます。子供・女子・男子でそれぞれ一位には賞金が当たります。 

  



アンケート抽選会 

 イベント入場の際にアンケート用紙をお配りしております。アンケート用紙にはショップ賞・ドレコン

の投票と軽めのアンケートがありますので是非ご来場者にお勧めしてください。イベント開催中にラン

ダムで抽選したり、表彰式に確実に 5名に豪華景品が当たります。 

 

  
 

ブース出店 

 1区画（６ｍ×６ｍ）車両は 2台まで ２0,000円（税込） 

 ブース出展ショップには入場パスカード（３人分）送らせていただきます。 

 車両展示ブースでの無資格者の飲食物の物販売は禁止します。 

 

ブース賞 

 出展ブースから一般来場アンケートで一番人気のあったブースを表彰＆賞金（３万円）を差し上げます

ので参加ショップの方は魅せ方、内容などを吟味したうえでの出店をお勧めします。 

 

 

  
 

 

 

 



６、イベントご協賛のお願い 

 

 『ＺＥＲＯ』イベント案内状に目を通していただきありがとうございます。当イベントはご来場者様に

楽しんでいただくことをモットーに企画させて頂きました。イベントに携わったことがある人であればご

理解いただけると思いますが、イベント規模に対して、会場入場料・レースエントリー費共に破格の金額

提示をさせていただいております。ゆえに皆様のご協力が必要なのです。 

ご協賛いただいたショップ様はブログでのご紹介・雑誌（レッツゴー４ＷＤ）にショップ名を掲載させ

ていただきます。 

協賛金 

 1口 １0,000円      振込先 北洋銀行 北郷支店 普通口座 3224503 リマインドオブゼロ 

協賛品 

 ブログにてご紹介させて頂きたいので事前に郵送で送っていただけると嬉しいです。 

 〒003-0833 北海道札幌市白石区北郷 3条 7 丁目 11-1  ㈱モーターレーベル  

 

７、イベント詳細 

 

■雑誌取材：レッツゴー４ＷＤ 

 

■日時：7月 9日（土）15：00～10日（日）16：00 

 

 

 

入場料 ７月９日（土）１０日（日）共に 2,000円（１人） 

※同乗者も 2,000円 

17歳以下は無料です。 



８、大会主催者 

 

 

モーターレーベル  

 

店長 藤原 直樹 

 

ＴＯＣボディーワークス  

 

代表 佐藤 敏隆 

 

ソーダファクトリー 

 

代表 惣田 政樹 

 

クラフトガレージウーピー  

 

店長 浅沼 守 

 

 

トイズオートサービス  

 

代表 遠藤 洋司 

 

ビーインパクト  

 

代表 笹本 大 

       

         


