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 2015 年 1 月に開催予定のカスタムカーの祭典「東京オートサロン 2015」に出展する弊社ブー

スのコンパニオンを募集致します。尚、応募・選考方法につきましては下記の通りとなりますの

で宜しくお願い申し上げます。 

 

■応募方法 所定の応募フォームに全て記載の上、全身、上半身の写真（L 判以上）を 

 各 1 枚ずつ添付の上、以下宛先に郵送。もしくは、スキャンしたデータ file 

（pdf 形式推奨）を E-mail で送付。 

  ≪住所≫  〒107-0062 東京都港区南青山 2-12-15 サイトービル 9F 

     アーミーガール（東京オートサロン コンパニオン選考係） 

  ≪E-mail≫ info@armygirl.jp 

 

■選考方法 一次：   書類選考（書類選考通過者には弊社よりご連絡をさせて頂きます） 

  二次：   面接（立ち姿等の容姿確認含む） 

  決定通知： 面接頂きました全員に、採用、不採用のご連絡をさせて頂きます。 

※状況に応じて、人数を絞った上で２回目の面接をさせて頂く場合もあります。 

 

■応募締切 2014 年 8 月 18 日（月）当日消印有効 

 

■募集人数 3 名 

 

■応募条件 （１）身長 158cm 以上 

  （２）年齢 18 歳以上、30 歳以下（2015 年 1 月末時点で左記年齢の範囲とする） 

     ※選考者の判断により上記年齢外でも認める場合あり。但し上のみ。 

（３）オートサロン開催日全日、及び年内（秋頃）に予定しているチラシ用の 

撮影に参加できる者。（絶対条件） 

  （４）オートサロン開催期間中のヘアメイクをご自身でできる方。 

  （５） 開催期間中、オートサロン会場まで公共交通機関を利用し来場できる方。 

 



 

 

■支払金額 オートサロン当日及び、チラシ用写真撮影日共に別途ご相談。 

  ※開催日の食事代につきましては当日対応致します。 

  ※支払い方法につきましても別途ご相談。 

 

 

■スケジュール(予定) 

～8 月 18 日：  応募書類受付け 

  8 月下旬～9 月初旬： 面接 

  9 月初旬～中旬：  決定（21 日までには決定通知を致します） 

  9 月下旬～10 月中旬： オートサロン会場配布チラシ用の写真撮影（半日） 

  11 月～年末前：  衣装の話も含めたミーティングを 1～2 回程度予定。 

  2015 年 1 月：  オートサロン開催数日前に電話等で最終確認。 

     オートサロン開催（金、土、日） 

 

 

■出展ブースの概要 

2013 年 5 月に東京でスタートしたアパレルブランド【AGL / ARMY GIRL】と、世界中に多く

のファンを持つ、中井啓が設立したカリスマ・カスタムブランド【RWB / RAUH-Welt BEGRIFF】

のポルシェがコラボレーションしたブース。 

【RWB / RAUH-Welt BEGRIFF】を始め、数多くのカスタムブランドのダイレクターを務める

レーシングドライバー 一樂智也をブースの監修に迎え、一樂のオリジナルブランド【【【【1048style】】】】

がバックアップする、COOL、WILDがコンセプトの CAR LIFE STYLE ブースとなります。 

展示車両は RAUH-Welt BEGRIFF のエアロパーツが装着され、カスタムされた空冷ポルシェが

2台。（スペースに応じてカスタムバイクも１台展示する可能性あり） 

及び ARMY GIRL商品、ARMY GIRL と 1048style のコレボレーション商品（T シャツ、キャ

ップ等）、ステッカーの物販も予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■AGL / ARMY GIRL（アーミーガール） 

2013 年 5 月に、代表を務める HOSSYが設立した、高品質な JAPAN アパレルブランド。 

クルマとオートバイを愛する代表の意向から、高級スポーツカーや高級オートバイ等を所有する

アッパー層をターゲットとし、拘りのある品質で、ラグジュアリーかつ、COOL なブランド戦略

を進めている。 

カットソーを始め、パーカー、キャップ、財布等、定番商品をメインに展開中。 

《オフィシャルサイト》 http://www.armygirl.jp 

《FACEBOOK》  https://www.facebook.com/armygirl.jp 

 

 

■RWB / RAUH-Welt BEGRIFF（ラウヴェルト ベグリッフ） 

今から 20 数年以上も昔、トヨタ AE86 をメインに、創設者 中井啓（ナカイアキラ）が率いる 

アマチュアドリフトチーム「ROUGH WORLD（ラフワールド）」が起源。 

後に代表の中井が空冷ポルシェに乗り換え、「RAUH-Welt」とドイツ語表記とし今に至る。 

千葉県柏市に本社ファクトリーを構え、空冷ポルシェをメインに、オリジナルのエアロパーツを

加工し装着するボディワーク専門のプロショップとなる。 

現在、オリジナルのエアロパーツを装着した空冷ポルシェで Idlers（アイドラーズ）を主体に

レース活動も継続中。Idlers の知名度を世界的に広めた立役者でもある。 

迫力あるボディスタイルから、東南アジアを始め、アメリカ、ヨーロッパでも注目され、世界

中に代理店を構える。全世界の代理店を自ら周り、一台ずつ車両を造る中井は、世界中のクルマ

好きから「NAKAI STYLE」と呼ばれ、その姿はディスカバリーチャンネルでも放映された。 

《オフィシャルサイト》 http://rwb.jp/ 

《FACEBOOK》  https://www.facebook.com/RauhWeltBegriff 

 

 

■1048style（テンフォーティーエイト・スタイル） 

 RWB/RAUH-Welt BEGRIFF を始めとする、数多くのカスタムブランドのインターナショナル

ダイレクターを務める一樂智也（イチラクトシヤ）が立ち上げた、カーカスタムとファッション

を融合させたトータルプロデュースブランド。 

 一樂は、プロのレーシングドライバーとして活躍する一方、健康科学博士としてサプリメント

会社の取締役も務めるだけでなく、アメリカで人気を誇る illest ブランドを生んだ、HIPHOP と

CAR CUSTOM をメインに扱うWEB メディア【fatlace】の JAPANダイレクターにも就任。 

日本国内におけるカスタムカーの世界に新風を起こしている。 

《オフィシャルサイト》 http://www.1048style.com/ 

《FACEBOOK》  https://www.facebook.com/ichirakutoshiya 

 

 

AGL / ARMY GIRL 

〒107-0062 東京都港区南青山 2 丁目 12 番 15 号 9 階 

TEL：03-5786-1181 / FAX：03-5786-1182 

E-mail：info@armygirl.jp 
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※送付頂きました応募フォームは、選考以外の用途には一切使用致しません。

cm

cup

東京オートサロン2015 ARMY GIRL × 1048styleブース コンパニオン選考応募フォーム

全身写真 上半身写真

※脱帽 / 顔がはっきり分かる物スタイルの分かり易い衣服を着用の物


