
【開催場所】Hakuba47
主催：白馬村　共催：白馬 EV クラブ　企画運営：一般社団法人 日本 EV クラブ

EV ＆プラグインハイブリッド車
試乗会／フォーラム　

フォーラム

「白馬村をゼロエミッション観光村にしよう」
自然豊かな観光地であり、再生可能エネルギー自給率 100％の村を目指す白馬村。EV を活用する意義や方
法を考えるフォーラムです。また、EV・PHV 入門講座では、EV と PHV の特性の違いから、電気代、充
電スポット、充電器の使い方など、ビギナーに向けて EV の使い方を易しく解説します。会場のみなさんと
のディスカッションや Q&A コーナーも用意します。気になることや知りたいことにその場でお答えします。

小学生を対象に、電気自動車のことがよくわかる教室を開催します。教材は kids ERK〔子供用電気レーシ
ングカート〕です。電気レーシングカートのパーツ（モーター・コントローラー・バッテリー）を組立てながら、
電気自動車の構造を学びます。完成後に試乗します。（会場は Hakuba 47 です）

＜スケジュール＞予定
14:00 ～ 14:10　ご挨拶「COOL CHOICE 宣言」／白馬村長 下川正剛
14:10 ～ 14:35　EV・PHV 入門講座／日本 EV クラブ副代表 御堀直嗣
14:35 ～ 15:20　『白馬村のモビリティを考える』
                            白馬 EV クラブ有志、進行：日本 EV クラブ代表 舘内 端
　　　　　　　　    ＜ディスカッション＆ Q&A コーナー＞
15:20 ～ 15:30　白馬村への提言／舘内 端

＜参加方法＞
・参加は、小学生で「親子参加」に限ります。参加費無料。
・先着 10 名までとさせていただきます。
・14:00 までに教室の開催場所にお越しください。

9/3
14:00 ～ 15:30

電気レーシングカート「kids ERK」組立教室

白馬村では、環境省がすすめている CO2 削減国民運動「COOL CHOICE= 賢い選択」に賛同し、2017 年 12
月までの期間中に、EV や PHV で白馬村を訪れた方にさまざまな特典を用意するなどの「白馬村 EV &PHV ドラ
イブ＆ステイ キャンペーン」を実施しています。
＜キャンペーン特設サイト＞
http://ds.ev-hakuba.com
COOL CHOICE 賛同者募集中です。9/3 ～ 4 の会場にて、賛同登録いただくと、白馬 COOL CHOICE ステッカー
を差し上げます。

「EV・PHV 白馬ドライブ＆ステイ」キャンペーン実施中

日

2 0 1 7
参加費

無料

9/4
14:00 ～ 15:30

月
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「e-ドライブレッスン」付き

EV＆プラグインハイブリッド車試乗会
国内外自動車メーカーの最新 EV ＆プラグインハイブリッド車に試乗できるチャンス！
まだ一度も乗ったことがない方、いろいろなエコカーに乗ってみたい方、この機会にぜひ触れてみてください。また、試乗会場
で充電器から EV に充電する体験ができます。

● EV ＝電気自動車 ●プラグインハイブリッド車（PHV）＝充電できるハイブリッド車

イベントの内容・詳細はウェブで！　http://rally2017.jevc.gr.jp/
主催：白馬村
お問い合わせ先：一般社団法人 日本 EV クラブ
TEL：03-5376-8446 FAX：03-5376-5310
Mail：info@jevc.gr.jp
※イベントの内容は予告なく変更になる場合があります。

「e -ドライビングレッスン」とは？
著名モータージャーナリストが試乗車の助手席に乗り、EV・PHV の魅力や特徴、エコドライブのコツなどを伝授。プロの指導
のもと、EV や PHV の素晴らしさを体験できます。（全ての車両が e- ドライブレッスン付きではありません）

インストラクタージャーナリスト（予定／敬称略）

試乗車（予定）

石井 昌道 片岡 英明 斎藤 聡 斎藤 慎輔 竹岡 圭 津々見 友彦 諸星 陽一 吉田 由美

9/3
10:00 ～ 16:00

9/4
10:00 ～ 16:00

日

月

最新の乗り心地を体感できます！
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参加費

無料【開催場所】Hakuba47

世界初の市販燃料電池車（FCV）。究極
のエコカーとして話題を呼んでいる。

部分自動運転など最先端テクノロジー
を身にまとった PHV ビジネスセダン。

エレガントなスタイリングが魅力的な
アウディ初の PHV。

発表直後のニューモデルが初登場！

急速充電にも対応した三菱の本格的プ
ラグインハイブリッド。

コンパクト＆スマート。走りを極めた
VW 初の PHV。

1 充電 500㎞の走行距離が話題になっ
た高級セダン型 EV。

次世代低燃費タイヤを採用。BMW ら
しい味付けの EV シティコミューター。

走行性能と環境性能、安全性能を追求
した VW のフラッグシップ PHV。

4 代目新型プリウスの PHV モデル。
ソーラー充電システム搭載も話題。

新 型 MINI ク ロ ス オ ー バ ー 4WD に
MINI 初の PHV モデル登場。

ご参加、
お待ちして
います！

白馬村キャラクター
ヴィクトワール・シュヴァルブラン・村男Ⅲ世

8 速 AT、4WD の大型 SUV、XC90
にボルボ初の PHV 登場。


