
６．催事概要（予定）

催 事 内 容 開 催 場 所 開 催 日 時

１．低公害車展示

①低公害車展示 【別添１】 1F,3F,屋外展示場 ６日12:00～17:00
②ブース展示 1F,3F展示場

③電気自動車組立ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 1F ７日10:00～17:00

④体験ｺｰﾅｰ(ﾐﾆｿｰﾗｰｶｰ工作教室等) 3F

⑤電動アシスト自転車試乗会 1F

２．低公害車試乗会 【別添２】 会場周辺道路等 ６日13:00～16:00

７日10:00～16:00

３．低公害車パレード 【別添３】 京都市役所

～四条河原町 ６日10:00～12:00
～みやこめっせ

４．オープニングセレモニー 前庭 ６日12:00～12:30

主催者挨拶、テープカット

５．シンポジウムｰリレートーク

「お乗りやす 環境にええｸﾙﾏ」 ３Ｆｲﾍﾞﾝﾄｽﾃｰｼﾞ ７日13:00～14:00

舘内端(自動車評論家)

清水浩(慶應義塾大学教授)
蓮見孝(筑波大学助教授)

６．市民発表会

～市民が創る電気自動車ﾌｫｰﾗﾑ～ 地下1F大会議室 ７日14:00～16:00

７．アトラクション ｸｲｽﾞﾗﾘｰ ６日12:00～17:00

①クイズラリー 展示会場内 ７日10:00～15:00

②茉奈ちゃん佳奈ちゃんのﾄｰｸ&ｸｲｽﾞﾗﾘｰ抽選会 ３Ｆｲﾍﾞﾝﾄｽﾃｰｼﾞ ﾄｰｸ&抽選会 ７日15:00～16:00

８．低公害シャトルバス運行 ２０分間隔で運行
①京都駅～みやこめっせ（循環） ６日11:30頃～17:20

②みやこめっせ～国際会館～みやこめっせ（循環） ７日 9:30頃～17:20頃



【別添１】低公害車の展示

自動車メーカー、関係団体等から出展される約130台の低公害車等を一挙展示。これは過去

最大の規模である。

展示車両として電気自動車、天然ガス自動車、ﾒﾀﾉｰﾙ自動車、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車のほか地球温

暖化防止に資する低燃費自動車等を出展者別に展示し、各車両の特徴等について説明員がパ

ネルやパンフレットを用いて説明を行う。
※’97低公害車フェア(5月24日､25日 東京・代々木公園)実績は82台。

（１）電気自動車（ ３台）

【３階展示場】

アルトＥＶ スズキ㈱

ｅ－ｃｏｍ トヨタ自動車㈱

ＥＶ ＰＬＵＳ 本田技研工業㈱

エルフＥＶ（リゾートタイプバス） いすゞ自動車㈱

エルフＥＶ（配送トラック） いすゞ自動車㈱
エブリィＥＶ スズキ㈱

シャレードソシアルＥＶ ダイハツ工業㈱

スバルサンバーＥＶクラシック 富士重工業㈱

スバルサンバーＥＶバンＳＤＸ 富士重工業㈱

ＣＵＶーＥＳ 本田技研工業㈱

デトロイト号 日本電池㈱

デミオＥＶ マツダ㈱

ハイゼットバン ダイハツ工業㈱

ボンゴＥＶ マツダ㈱
ミニスウエイ ダイハツ工業㈱

ＲＡＶ４Ｌ ＥＶ トヨタ自動車㈱

リベロＥＶ 三菱自動車工業㈱

ルシオール 環境庁

ルネッサＥＶ 日産自動車㈱

【１階展示場】

アゴラ エムエスケイ

シティージェット５ エムエスケイ
ＥＳ６００ ヤマテ工業㈱

ＥＶーＴＯＭＯＲＲＯＷ 京都府立花園高等学校

ＥＶミゼットⅡ 日本ＥＶクラブ

ＥＶランサー 日本ＥＶクラブ

エコキッズ号 京都府木津町

ＦＥ/９５ ㈱東京アールアンドデー

エレクトリカーセダン 環境庁、日本電気自動車㈱

サンテラ ワイビープランニング

シャレードソシアルＥＶ 関西電力
Z.E.R.O.ｰ１ ㈱東京アールアンドデー

ハイゼットバン 環境庁

ミニスウエイ 関西電力



（２）天然ガス自動車（２１台）

【３階展示場】

ＡＤバンＣＮＧ 日産自動車㈱

ＮＧＶシビックＧＸ 本田技研工業㈱
エルフＣＮＧ自動車（塵芥車） 東大阪市、いすゞ自動車㈱

ＣＮＧクラウン トヨタ自動車㈱

ＣＮＧフォークリフト 日産自動車㈱

ＣＮＧミニカバン 三菱自動車工業㈱

セドリックＣＮＧ 日産自動車㈱

タイタンＣＮＧトラック マツダ㈱

ハイゼットバンＣＮＧ ダイハツ工業㈱

ミラバンＣＮＧ ダイハツ工業㈱

【１階展示場】

エルフCNG自動車(二室温度管理車) いすゞ自動車㈱

エルフ2.0tごみ収集車 同志社大学

ＬＶ CNG自動車(大型バス) 大阪市、いすゞ自動車

ＣＮＧキャンター 三菱自動車工業㈱

ＣＮＧフォークリフト 住友エール販売㈱

ＣＮＧローザ 大阪ガス

ＣＮＧバス 日産ディーゼル工業㈱

ＣＮＧ中型トラック 日産ディーゼル工業㈱
フォワードCNG自動車(塵芥車用ｼｬｼ) いすゞ自動車㈱

BMW316gｺﾝﾊﾟｸﾄ液化天然ｶﾞｽ/ｶﾞｿﾘﾝ自動車 ＢＭＷ ＡＧ

ボルボ850バイ・フューエル ボルボ・カーズジャパン

（３）メタノール自動車（４台）

【３階展示場】

ｴﾙﾌﾒﾀﾉｰﾙ自動車（配送ﾄﾗｯｸ） いすゞ自動車㈱

【１階展示場】

大型バス（Ｍ１００） (財)石油産業活性化センター

ギャランＭＸ（Ｍ８５） (財)石油産業活性化センター

デリカバン・メタノール車 (財)物流技術ｾﾝﾀｰ運輸低公害車普及機構



（４）ハイブリッド自動車（８台）

【３階展示場】

プリウス トヨタ自動車㈱

三菱ＨＥＶ 三菱自動車工業㈱

【１階展示場】

ＭＢＥＣＳ－Ⅲ路線バス 神戸市、三菱自動車工業㈱

キャンターＨＥＶ 三菱自動車工業㈱

コースターＨＥＶ トヨタ自動車㈱

ＨＩＭＲごみ収集車 日野自動車工業㈱

ＨＩＭＲ集配車 日野自動車工業㈱

ＨＩＭＲ路線バス 京都市、日野自動車工業㈱

（５）ソーラー自動車（６台）

【ソーラーカー広場（前庭）】

サンストラクチャー 京都市立芸術大学

Ｓｉｍｏｎ90 ㈱紫紋

ソーラーＥＶ CSVｰ5 京セラ㈱

ソラえもん 小学館
ツルーン 京都府立洛陽工業高等学校

ビッグチャレンジ京都号 京都府立工業高等学校

（６）ＬＰＧ自動車（５台）

【３階展示場】

トヨエース2.0LPG断熱バン トヨタ自動車㈱

ボンゴブローニィーＬＰＧトラック マツダ㈱

【１階展示場】

キャンター塵芥車 ＬＰｶﾞｽ自動車普及促進協議会

ダイナLPG五方開ｽﾃｰｷ付ﾘﾌﾄ車 ＬＰｶﾞｽ自動車普及促進協議会

ハイゼットピックＬＰＧ仕様 ＬＰｶﾞｽ自動車普及促進協議会



（７）低燃費自動車、燃料電池車等（９台）

【３階展示場】

カルディナ トヨタ自動車㈱

シビックフェリオＬＥＶ 本田技研工業㈱
GDIｴﾝｼﾞﾝ搭載ディアマンテ 三菱自動車工業㈱

D-4搭載コロナプレミオ トヨタ自動車㈱

武蔵10号 武蔵工業大学

レパード 日産自動車㈱

【１階展示場】

ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ燃料ごみ収集車 京都市

BMW７ｼﾘｰｽﾞH2液体水素/ｶﾞｿﾘﾝ自動車 ＢＭＷ ＡＧ

ＮＥＣＡＲⅡ ダイムラーベンツ日本㈱

（８）電動駆動補助機付自転車（アシスト自転車）（１０台）

【１階展示場】

エナクル 三洋電機サイクルシステム㈱

ニュー・パス２０デラックス ヤマハ発動機㈱
ニュー・パス２６デラックス ヤマハ発動機㈱

パス・スタークロス ヤマハ発動機㈱

陽のあたる坂道 ナショナル自転車工業㈱

ビスク 三菱重工業㈱

ラクーン２０ＲＸ－３ 本田技研工業㈱

ラクーン２４ＵＸ－３ 本田技研工業㈱

ＬＯＶＥ２４ スズキ㈱

ＬＯＶＥ２２ スズキ㈱

（９）燃料等供給設備（４基）

【１階展示場】

充電設備 日本電池㈱、(財)ｴｺ･ｽﾃｰｼｮﾝ協会

天然ｶﾞｽ充填設備 トキコ㈱、(財)ｴｺ･ｽﾃｰｼｮﾝ協会

メタノール充填設備 ㈱ﾀﾂﾉﾒｶﾄﾛﾆｸｽ、(財)ｴｺ･ｽﾃｰｼｮﾝ協会

ＬＰＧ充填設備 ㈱ﾀﾂﾉﾒｶﾄﾛﾆｸｽ、(財)ｴｺ･ｽﾃｰｼｮﾝ協会



【別添２】低公害車の試乗

電気自動車、天然ガス自動車等19台を用いて展示会場周辺のコースで試乗会を行う。

低公害車の試乗会と併せて、VICS(道路交通情報通信ｼｽﾃﾑ)搭載車両の試乗会も行う。

１．試乗会参加車両（１９台）

【電気自動車】

ＥＶ ＰＬＵＳ 本田技研工業㈱

スバルサンバークラシック 富士重工業㈱

ハイゼットバン ダイハツ工業㈱

プレーリージョイ（２台） 日産自動車㈱

ボンゴＥＶ マツダ㈱

ＲＡＶ４Ｌ ＥＶ トヨタ自動車㈱

リベロ 三菱自動車工業㈱

ルシオール 環境庁

【天然ガス自動車】

ボルボ８５０バイフューエル (社)日本ガス協会

セドリック (社)日本ガス協会

トヨタクラウン (社)日本ガス協会

ＣＮＧミニカバン（２台） (社)日本ガス協会

リベロＣＮＧ 三菱自動車工業㈱

【ハイブリッド自動車、燃料電池自動車】

プリウス（３台） トヨタ自動車㈱

ＮＥＣＡＲⅡ ㈱ダイムラーベンツ日本



【別添３】低公害車パレード（12月６日10:00ｰ12:00）

低公害車等２６台（電気自動車９台、天然ガス自動車10台、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車1台、ｿｰﾗｰｶｰ5

台、燃料電池自動車1台）による市中パレードを京都府警平安騎馬隊ほかの先導で行う。パレ

ードは、京都市役所を出発し、四条河原町を経て展示会場までの約3.7ｋｍ。

１．低公害車パレード参加車両（２６台）

【電気自動車】

ルシオール 環境庁
ＲＡＶ４Ｌ ＥＶ（２台） 京都府、トヨタ自動車㈱
プレーリージョイ 日産自動車㈱
リベロ 三菱自動車工業㈱
ＥＶ ＰＬＵＳ 本田技研工業㈱
ボンゴＥＶ マツダ㈱
ハイゼットバン ダイハツ工業㈱
スバルサンバークラシック 富士重工業㈱

【天然ガス自動車】

リベロ ＫＢＳ京都放送
ボルボ８５０エステート ㈱ボルボカーズジャパン
セドリック 日産自動車㈱
トヨタハイエース トヨタ自動車㈱
トヨタクラウン トヨタ自動車㈱
三菱デボネア 三菱自動車工業㈱
マツダタイタン マツダ㈱
クラウン 長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ冬季競技大会組織委員会
カローラバン 長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ冬季競技大会組織委員会
リベロＣＮＧカーゴ 三菱自動車工業㈱

【ハイブリッド自動車、燃料電池自動車、ソーラーカー】

プリウス トヨタ自動車㈱
ＮＥＣＡＲⅡ ㈱ダイムラーベンツ日本
ソラエモン ㈱小学館
Ｓｉｍｏｎ９０ ㈱紫紋
サンストラクチャー 京都市立芸術大学
ツルーン 京都市立洛陽工業高等学校
ビッグチャレンジ京都号 京都府立工業高等学校


