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最新 EV・PHEV（プラグイン・ハイブリッド）
モーターショー IN 高山
高 山 市 制 施 行

80 周 年 記 念

日本とヨーロッパ・アメリカの EV＆PHEV が大集結。
気持ち「e〜」試乗を体感しよう！
2016 年 7 月 18 日（月・祝）開催
全国から EV＆PHEV が集まる恒例の夏山イベント、「ジャパン EV ラリー」が今年も開催さ
れます。これに合わせ、日本とヨーロッパの最新 EV・PHEV（プラグイン・ハイブリッ
ド）・FCV（燃料電池車）を一堂に集め、試乗もできる「最新 EV・PHEV モーターショーIN
高山」を開催します。最新 EV・PHEV・FCV を間近に見ることができる絶好の機会です。

＜最新 EV・PHEV モーターショー IN 高山＞
■開催趣旨
ジャパン EV ラリーのゴールとなる飛騨・世界生活文化センターにて、日本、ヨーロッパの最
新 EV・PHEV・FCV の試乗会とフォーラムを行います。見て乗って、フォーラムに参加する
ことで、最新エコカーへの理解をよりいっそう深めることに役立ちます。また、会場には地元
のおいしい B 級グルメの屋台も登場します。”食べて、見て、乗って楽しめる”モーターショー
です。
■スケジュール
・予定日時／ 2016 年 7 月 18 日(月・祝) 10:00〜16:00
・場所／飛騨・世界生活文化センター（ 岐阜県高山市千島町 900-1）
・参加資格／参加自由
・参加費用／無料
■イベント内容
①EV・PHEV 試乗会

10:00〜16:00

センター駐車場

トヨタ、日産、ホンダなどの国内メーカーのほか、メルセデスベンツ、BMW、フォルクスワ
ーゲン、アウディ、ポルシェといったヨーロッパの最新 EV・PHEV が集結します。
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＜車両ラインナップ＞
●試乗車
日産／リーフ（EV）、e-NV200（EV）
トヨタ／MIRAI（FCV）
アウディ／A3 Sportback etron（PHEV）
BMW／225xe アクティブツアラー（PHEV）、330e（PHEV）
フォルクスワーゲン／ゴルフ GTE、パサート GTE（PHEV）
●展示
三菱／i-MiEV（EV）
ホンダ／クラリティ（FCV）
BMW／i3（EV）、i8 （PHEV）
ポルシェ／パナメーラ SE ハイブリッド（PHEV）
メルセデスベンツ／C350e（PHEV）
ボルボ／XC90 TB （PHEV）
※試乗は当日先着順に申し込み受付（要普通免許）。一部、同乗試乗の車両もあります。
②フォーラム

13:30〜15:00

センター内ミニシアター

「観光と自然の共生を考える（仮）」を全体テーマに、EV・PHEV を活用して自動車と自然が
共生する方法について考えます。
・基調講演 1)「乗鞍の自然保護と EV の役割」(一社)日本 EV クラブ代表理事・舘内端
2)「EV が拓く観光の新しい姿」(株)JTB コーポレートセールス・黒岩隆之氏
・パネルディスカション

舘内端、黒岩隆之氏、地元観光関連識者

③自動車ジャーナリスト座談会

14:00〜15:00

センター駐車場内モーターショー開催会場

「電気自動車ってホントに使えるの？」を人気の女性自動車ジャーナリストたちが本音で語り
ます。また、試乗したみなさんへインタビューを行い、感想をうかがいます。 パネリスト／
吉田由美、今井優杏ほか（予定）
④その他
飛騨の名産品や、地元で人気のグルメを楽しめる屋台が出店します。

詳細は、「ジャパン EV ラリー2016」特設ウェブサイト

http://jevc.gr.jp/rally2016/

ご覧ください。
「ジャパン EV ラリー2016」については、別紙もご参照ください。
以上
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The Rally to the Clouds
「ジャパンEVラリー 2016 白馬〜乗鞍〜高山」
2016年7月16(土)〜18日(月・祝) 開催
http://jevc.gr.jp/rally2016/
全国各地からEV＆PHEV（※1）が集まる恒例の夏山イベント、「ジャパンEVラリー」が今年
も開催されます。3年目を迎える今回は、これまでの舞台だった白馬からさらに足を伸ばし、
白馬〜乗鞍〜高山までの新しいルートを設定。乗鞍スカイランをEVで駆け上がる「スペシャル
ステージ」（PR車両のみ）を設けるなど、大きくスケールアップした「ジャパンEVラリー
2016 白馬〜乗鞍〜高山」を実施することで、自然と自動車との共生を考えながら、EV・
PHEVのさらなる普及をアピールします。
ジャパン EV ラリーは、タイムや速度を争う競技ではなく、全国各地から白馬と高山の「ゴー
ル」を目指し、参加者同士が交流したり、観光を楽しんだりすることを目的とした、誰でも気
軽に参加できるラリーです。日程を選べる３つの参加クラスを設定しています。
さらに標高 2,702m の畳平へ向けて乗鞍スカイラインを EV（PR 車両のみ）で走行、乗鞍の
すばらしさと EV の性能をレポートします。その後、「最新 EV・PHEV モーターショー」会
場である、飛騨・世界生活文化センターを目指して走行しゴールします。
＜白馬パレードクラス＞7 月 16 日（土）〜17 日（日）朝
ゴール（集合場所）：7 月 16 日 白馬村「Hakuba47 スキー場」
行程：EV ワークショップ、ウエルカムパーティ。白馬村周辺パレードをして、解散
＜エキスパートクラス＞7 月 16（土）〜18 日（月・祝）
ゴール（集合場所）：7 月 16 日 白馬村「Hakuba47 スキー場」、7 月 18 日 飛騨「世界生活文化セ
ンター」
行程：16 日に集合、17 日朝の白馬周辺パレード後、奥飛騨温泉郷まで走行。18 日スペシャルステージ
後、最終の高山ゴールまでの参加
＜ファミリークラス＞7 月 17（日）〜18 日（月・祝）※岐阜県側からゴールを目指すクラス
集合場所：奥飛騨温泉郷「 殿下平総合交流ターミナル（五色ヶ原入山口）」
行程：17 日にエキスパートクラスとともに奥飛騨ミーティングに出席、18 日スペシャルステージ後、
最終の高山ゴールまでの参加
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