
エコ＆セーフティ神戸カーライフ・フェスタ2012出展予定車両等一覧

出展車両等の総数：    ６８台　（展示：５８台　試乗：１０台）

出展会社・団体等数：  ５０団体 平成24年4月24日  現在

四輪 二輪 四輪 二輪
1 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ（PHV） プリウスPHV
2 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ（PHV） プリウスPHV
3 ハイブリッド（ＨＶ） エスティマハイブリッド
4 ハイブリッド（ＨＶ） アクア
5 日産自動車㈱ 電気（ＥＶ） 日産リーフ
6 電気（ＥＶ） 日産リーフ
7 ハイブリッド（ＨＶ） フーガ ハイブリット
8 電気（ＥＶ） 日産リーフ
9 燃料電池（ＦＣＶ） FCX クラリティ
10 ハイブリッド（ＨＶ） CR-Z
11 ハイブリッド（ＨＶ） FREED Spike HYBRID
12 電気（ＥＶ） EV-neo(ホンダ)
13 その他最新技術 モンパル ML200

ホンダセーフティナビ
14 電気（ＥＶ） i-MiEV(Gグレード)
15 電気（ＥＶ） MINICAB-MiEV
16 電気（ＥＶ） i-MiEV
17 電気（ＥＶ） ハイゼットEV（コンバートEV）
18 電気（ＥＶ） LIKE-T3
19 電気（ＥＶ） 電動バイク
20 電気（ＥＶ） LIKE-T3
21 低排出ガス車 BMW 116i
22 低排出ガス車 BMW 320i
23 クリーンディーゼル BMWX5 XDrive35dBP
24 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ（PHV） スイフト レンジ・エクステンダー
25 低排出ガス車 アルト エコ
26 電気（ＥＶ） e-Let's
27 電気（ＥＶ） EC-03
28 電気（ＥＶ） EC-03
29 ハイブリッド（ＨＶ） デュトロハイブリッド　標準幅　平ボデー
30 ハイブリッド（ＨＶ） デュトロハイブリッド　ワイド幅　平ボデー
31 UDトラックス㈱ クリーンディーゼル Quon トラクタ
32 綜合警備保障㈱神戸支社 ハイブリッド（ＨＶ） プリウス(トヨタ)
33 ハイブリッド（ＨＶ） アクア(トヨタ)
34 電気（ＥＶ） EV-neo(ホンダ)
35 ヤマト運輸㈱ ハイブリッド（ＨＶ） クイックデリバリー 200 ハイブリッド
36 極東開発工業㈱ その他最新技術 電動式塵芥収集車「eパッカー」
37 電気（ＥＶ） リーフ（日産）
38 電気（ＥＶ） ミニキャブ・ミーブ(三菱)
39 電気（ＥＶ） EV-neo(ホンダ)
40 電気（ＥＶ） EC-03(ヤマハ)
41 電気（ＥＶ） セグウェイ
42 電気（ＥＶ） セグウェイ
43 エコクリーンひょうご 電気（ＥＶ） e-runner
44 クリーンディーゼル ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ E 350 ﾌﾞﾙｰﾃｯｸ　ｱﾊﾞﾝｷﾞｬﾙﾄﾞ
45 クリーンディーゼル ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ ML 350 ﾌﾞﾙｰﾃｯｸ　4MATIC
46 クリーンディーゼル CX－5 XD L Package 4WD（マツダ）
47 クリーンディーゼル CX－5 XD L Package 4WD（マツダ）
48 クリーンディーゼル ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ E 350 ﾌﾞﾙｰﾃｯｸ　ｱﾊﾞﾝｷﾞｬﾙﾄﾞ
49 天然ガス（CNG） 大型天然ガストラック（25t車）
50 天然ガス（CNG） ハイゼットカーゴCNG
51 天然ガス（CNG） CNG3ｔ配送トラック　※佐川急便
52 天然ガス（CNG） 天然ガス自動車PRカーコナン号（エルフCNG車）
53 天然ガス（CNG） 南海バス（大型ノンステップCNGバス）（いすゞ）
54 東京ガス㈱ 天然ガス（CNG） SAI（CNGハイブリッド）（トヨタ）
55 東邦ガス㈱ 天然ガス（CNG） カローラアクシオCNG　Bi－Fuel（トヨタ）
56 北海自動車工業㈱ 天然ガス（CNG） フォード トーラス SEL AWD(4輪駆動)
57 大阪ガス㈱ 天然ガス（CNG） レジアスエースバン バイフューエル車（トヨタ）
58 三菱自動車ロジテクノ㈱ 天然ガス（CNG） ミニキャブ・バン（三菱）

周辺機器
天然ガス自動車用小型充填機
/BRCﾌｭｴﾙﾒｰｶｰ製 FMQ-10型

周辺機器
天然ガス自動車用小型充填機
/BRCﾌｭｴﾙﾒｰｶｰ製 FMQ-2.5型

59 LPガス アクセラセダンLPG（マツダ）
60 LPガス ミニキャブ　バン（三菱）
61 LPガス プリウス インテグラル GASHYBRID（トヨタ）
62 LPガス RHYBRID プリウスα ZVW41W改（トヨタ）
63 電気（ＥＶ） MINICAB-MiEV(三菱)
64 電気（ＥＶ） i-MiEV(三菱)
65 電気（ＥＶ） リーフ（日産）
66 燃料電池（ＦＣＶ） ＯＳＵ－Ｔ４
67 燃料電池（ＦＣＶ） FCHV-adv(トヨタ)
68 その他最新技術 芦屋 Sky Ace Ⅱ X

ちびっ子ソーラーカー
パナソニック㈱エコソリューション社 周辺機器 充電スタンド・ELSEEV

㈱豊田自動織機 周辺機器
PHV・EV用普通充電スタンド
(EVC1-IC)

アトラス（給電作業対応ロードサービスカー）
フォルツァ（二輪ロードサービスカー）

パトカー[予定]
きずな号 ドライビングシミュレータ

白バイ[予定]
白バイ[予定]

国土交通省近畿運輸局 街頭検査専用車
IMPREZA G4(アイサイト搭載車)
LEGACY TOURING WAGON(アイサイト搭載車)

先進安全自動車　体験会
（レガシィ　ツーリングワゴン等）

西日本高速道路㈱関西支社 ドライビングシミュレータ

ミヤマ㈱
ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ
MHS-03DT（ｶﾛｰﾗﾌｨｰﾙﾀﾞｰ）

積水ハウス㈱
㈱ブリヂストン

タカタ㈱
兵庫県立飾磨工業高等学校 ソーラーラジコンカー

(一財)環境優良車普及機構
（一財）兵庫県交通安全協会

(一財)近畿陸運協会
(一社)日本自動車会議所

(一社)日本自動車タイヤ協会
(一社)兵庫県自動車整備振興会

環境省　等

(一社)日本ガス協会

ブルックハルトジャパン㈱

試乗
展示機器　等

兵庫日産自動車㈱/
日産プリンス兵庫販売㈱

本田技研工業㈱

トヨタ自動車㈱/
兵庫県オールトヨタ販売店グループ

車
両
NO.

出展者 種別
展示

㈱モトーレン神戸

セーフティ関連
エコドライブ関連　　等

兵庫県警察

兵庫三菱自動車販売㈱

ユアサM＆B㈱

日野自動車㈱

スズキ㈱

住友三井オートサービス㈱

大阪府・大阪産業大学

セコム㈱

クリーンディーゼル普及促進協議会

(一社)日本自動車連盟

神戸市環境局

芦屋大学ソーラーカープロジェクト

LPガス自動車普及促進協議会

ヤマハ発動機㈱

富士重工業㈱

【別紙１】


