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ご挨拶 

 

謹啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。 

 

 この度、第 31 回国際電気自動車シンポジウム・展示会（EVS 31）を 2018 年 9 月 30 日（日）

～10 月 3 日（水）の日程で、兵庫県神戸市の神戸コンベンションセンターにて開催すること

となり、現在鋭意準備を進めているところでございます。 

 

 EVS は、1969 年に第 1 回が米国フェニックスで開催され、以降約 50 年にわたり電気自動

車の開発や普及に関して議論を行うとともに、時代の変遷に合わせて、ハイブリッド車、燃

料電池自動車等と対象技術を拡大、また政策やビジネスモデルについても議論する場として、

世界各国の有識者、技術者、研究者が一堂に会する機会として活用されてきました。今回の

EVS 31 は、1996 年の大阪（EVS 13）、2006 年の横浜（EVS 22）に続き、日本で 3 回目の開催

となり、世界各国の電動車両に関する最新情報が日本に集まる得がたい機会です。 

 

 つきましては、国内外のより多くの企業、研究者のみなさまにご参加いただき本会をより

充実したものとするためにも、ご出展についてご検討を賜りますようお願い申し上げます。 

  

 末筆となりますが、貴社の今後の益々のご発展と関係各位のご活躍をお祈り申し上げます。 

 

謹白 

 

 

EVS 31 組織委員会 

組織委員長 坂本 秀行 

 

 

 

  



   

 

1. 会議の名称 

 和文名： 第 31 回国際電気自動車シンポジウム・展示会 

英文名： The 31st International Electric Vehicle Symposium & Exhibition 

略称：  EVS31 

 

2. 主催・後援（予定含む） 

 主催：  一般財団法人 日本自動車研究所（JARI） 

共催：  World Electric Vehicle Association （WEVA） 

  Electric Vehicle Association of Asia Pacific （EVAAP） 

  公益社団法人自動車技術会（JSAE） 

後援：  経済産業省、国土交通省、環境省、兵庫県、神戸市、（国研）新エ 

ネルギー・産業技術総合開発機構、（一社）日本自動車工業会、（一

社）システム制御情報学会、（一社）次世代自動車振興センター、（一社）

人工知能学会、（一社）CHAdeMO 協議会、（公社）電気化学会、（一社）

電気学会、電気事業連合会、（一社）電気設備学会、（一社）電子情報

技術産業協会、（一社）電子情報通信学会、（一社）電池工業会、（一社）

電動車両用電力供給システム協議会、（一社）日本 EV クラブ、（一社）

日本自動車部品工業会、日本自動車輸入組合、（一社）日本配線シス

テム工業会、パワーエレクトロニクス学会、他 

 

3. 開催時期 

 平成 30 年 9 月 30 日（日）～10 月 3 日（水） ［4 日間］ 

  テクニカルセッション：平成 30 年 10 月 1 日（月）～10 月 3 日（水） 

  展示会・試乗会   ：平成 30 年 9 月 30 日（日）～10 月 2 日（火） 

 

4. 開催場所 

 神戸コンベンションセンター  

神戸国際会議場 〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町 6-9-1  

神戸国際展示場 〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町 6-11-1 

 

5. 参加予定者数 

 700 名～（国内 500 名～／海外 200 名～） 40 カ国/地域 

 ［参加国・地域］ 

アメリカ合衆国、イギリス、イタリア、イラン、インド、ウガンダ、エジプト、エチオ

ピア、オーストリア、オランダ、カナダ、カメルーン、韓国、ガンビア、サウジアラビ

ア、スイス、スウェーデン、スペイン、タイ、台湾、チェコ、中国、チュニジア、チリ、

デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ネパール、ノルウェー、フィ

ンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マレーシア、

南アフリカ、モナコ 他 

  



   

 

6. 会議の意義と開催目的 

 EVS は、電気自動車、ハイブリッド電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車、

燃料電池自動車等、電動車両関連分野における世界最大のシンポジウムです。世界電気自

動車協会（WEVA）の傘下で、アジア太平洋、アメリカ、欧州の３地域で交互に開催され

ており、各地域の国家機関、自治体、電動車両関連団体、企業、大学等が多数参画します。 

 電動車両は、地球温暖化問題や省エネルギー、脱石油への対応手段として、各国が大き

な期待を寄せており、その普及に向け注力しています。さらに、近年ではバッテリーおよ

びその制御技術の向上により、電動車両を「電源」として活用することのほか、AI や IoT

技術等の進展を背景に『知能化』や『コネクテッド』をキーワードに、次世代モビリティ

として電動車両から新たな価値を創造することについても注目されてきています。 

 そこで EVS31 は、このような社会機運の高まりに対し、次世代モビリティを核とした新

たな価値を持つ社会像とそのための技術革新について国際的に議論する場をし、社会を次

のステップへ導く契機とすることを目的として開催します。 

 

7. 会議構成 

1) テーマ 

「Leading a Smart Society with New Mobility」 

 

2) 会議使用言語 

英語（同時通訳なし） 

 

3) 日程案 

 午前 午後 夕方／夜 

9 月 30 日（日） 

展示会・試乗会 プレス・パブリックデー 

展示会・試乗会 

WEVA 会議 

歓迎レセプション 

10 月 1 日（月） 

開会式・基調講演 

テクニカルセッション 

展示会・試乗会 

パネルセッション 

テクニカルセッション 

展示会・試乗会 

 

10 月 2 日（火） 

基調講演 

テクニカルセッション 

展示会・試乗会 

パネルセッション 

テクニカルセッション 

展示会・試乗会 

テクニカルツアー 

ガラディナー 

10 月 3 日（水） 

基調講演 

テクニカルセッション 

基調講演 

テクニカルセッション 

閉会式 

 

※テクニカルセッション（論文発表）は公益社団法人自動車技術会が主催する

「International Electric Vehicle Technology Conference 2018（国際電気自動車技術会

議 2018）」として開催します。 

 

  



   

 

4) 開催コンセプト 

 電動車両は、AI や IoT、自動運転技術等を取り込み、単なる移動・輸送手段としてだ

けでなく、ニューモビリティとして新たな可能性を育みつつあります。  

 EVS 31 では、ニューモビリティを取り巻く技術や、安全でクリーン、さらには新たな

価値・サービスを持つスマート社会について訴求していきたいと考えています。  

 

 

 

 

  



   

 

8. 組織委員一覧（順不同） 

組織委員長  坂本  秀行 （一社）日本自動車工業会 安全環境技術委員会委員長 

     ／日産自動車（株） 

組織委員  大平  隆  いすゞ自動車（株） 

蓮池  利昭 スズキ（株） 

中脇  康則 ダイハツ工業（株） 

安部  静生 トヨタ自動車（株） 

長谷川  哲男 日産自動車（株） 

遠藤  真  日野自動車（株）  

西沢  淳吉 （株）SUBARU 

竹村  宏  本田技研工業（株） 

岡本  真  マツダ（株） 

久米  建夫 三菱自動車工業（株） 

渡辺  桂治 ヤマハ発動機（株） 

小野山  利昭 トヨタ車体（株） 

小林  健二 日本自動車輸入組合 

梅林 徹  関西電力（株） 

和久  俊雄 JXTG エネルギー（株） 

高野  直幸  大陽日酸（株） 

藤本  守之 岩谷産業（株） 

長田  章  （一社）電池工業会 

桜井 実  （一社）次世代自動車振興センター  

吉田  誠  （一社）CHAdeMO 協議会  

向井 達哉 （一社）電動車両用電力供給システム協議会 

金堀  雄介 （一社）電動車両用電力供給システム協議会 

舘内  端  （一社）日本 EV クラブ 

山辺  純一郎 九州大学 

正賀 充  兵庫県 

磯部 敦彦 神戸市  

堀  洋一  EVAAP 会長／東京大学 

藤本  博志 EVTeC 2018 論文委員長／東京大学 

永井  正夫 （次期）EVAAP 会長／（一財）日本自動車研究所 

   木戸  彰彦 EVS 31 実行委員長／（一財）日本自動車研究所 

オブザーバー  斉藤  毅彦 （公社）自動車技術会 

為田  郁代 （公社）自動車技術会 

櫻井  久隆 （公社）自動車技術会 

アドバイザー  丹下  昭二 山梨大学  

清水  和夫 （株）テクノメディア／ 国際自動車ジャーナリスト 

事務局  岩野  浩  （一財）日本自動車研究所 

黒田  英二 （一財）日本自動車研究所 

森田  賢治 （一財）日本自動車研究所 



   

 

9. 実行委員一覧（順不同） 

実行委員長  木戸  彰彦 （一財）日本自動車研究所 

実行委員  加藤  啓  いすゞ自動車（株） 

小野  純生 スズキ（株） 

計見  竜雄 ダイハツ工業（株） 

立花 武  トヨタ自動車（株） 

吉澤  幸大 日産自動車（株） 

石灰  伸好 日野自動車（株） 

大抜  由起夫 （株）SUBARU  

橋本  朗 本田技研工業（株） 

小西  輝佳 マツダ（株） 

吉井  孝憲 三菱自動車工業（株） 

村松  恭行 ヤマハ発動機（株） 

佐野  康弘 トヨタ車体（株） 

石田  道昭 日本自動車輸入組合 

梶原  昌高 岩谷産業（株） 

大野  真美 JXTG エネルギー（株） 

高野  直幸 大陽日酸（株） 

小路  剛史 関西電力（株） 

篠田  幸男 東京電力ホールディングス（株） 

金堀  雄介 （一社）電動車両用電力供給システム協議会 

竹田  公生 （一社）電動車両用電力供給システム協議会 

吉田  誠  （一社）CHAdeMO 協議会 

長田  章  （一社）電池工業会 

関口  清則 （一社）日本自動車部品工業会 

荻野  法一 （一社）次世代自動車振興センター 

山辺  純一郎 九州大学  

矢野 祐一 神戸市 

堀  洋一  EVAAP 会長／東京大学 

藤本  博志 EVTeC 2018 論文委員長／東京大学 

オブザーバー  斉藤  毅彦 （公社）自動車技術会 

為田  郁代 （公社）自動車技術会 

櫻井  久隆 （公社）自動車技術会 

石川  響子 （一社）日本 EV クラブ 

アドバイザー  丹下  昭二 山梨大学 

清水  和夫 （株）テクノメディア／国際自動車ジャーナリスト 

事務局  岩野  浩  （一財）日本自動車研究所 

黒田  英二 （一財）日本自動車研究所 

森田  賢治 （一財）日本自動車研究所 

  



   

 

10. 事務局連絡先 

第 31 回国際電気自動車シンポジウム・展示会 事務局 

（株）コンベンションリンケージ内 

TEL：03-3263-8695／FAX：03-3263-8693 

E-mail：sales@evs31.org  

公式ホームページ：www.evs31.org 

 

  



   

 

出展企業募集 

 

1．展示会開催概要 

 1)  開催期間 

 2018 年 9 月 30 日（日）～10 月 2 日（火） 

 （9 月 30 日（日）は一般無料公開およびプレスデー） 

 

 2)  会場・展示面積 

 神戸コンベンションセンター／神戸国際展示場 

  ・1 号館 1F展示室（3,000m
2） 

  ・1 号館 2F展示室（3,000m
2） 

  ・3 号館展示室（3,800m
2） 

 

 3) 展示規模 

 企業・商業展示 100 社 300 小間（予定） 

 学術・研究展示 10 小間（予定） 

 ※「学術・研究展示」は高校・大学などの教育機関及び研究所による展示を対象としています。 

 

 4) 出展料 

 企業・商業展示 基本料金：1 小間（9m
2：3m×3m）スペース渡し 32.4 万円（税込み） 

 学術・研究展示 基本料金：1 小間（9 ㎡：3m×3m）基礎小間   23.76 万円（税込み） 

 

  5) 出展特典 

 a.プレナリ会議聴講券をご提供 

    参加範囲：開会式、閉会式、基調講演、パネルセッション、歓迎レセプション 

    提供枚数：出展小間数 1 小間…1 枚､ 2～5 小間…2 枚､ 6 小間以上…3 枚 

 b.EVS31 ホームページ上に出展企業ホームページのリンク付け 

 

 6）主なスケジュール 

 2017 年 10 月 12 日（木） 出展申込受付開始 

 2018 年 1 月 31 日（水） 出展申込一次締切、小間配置検討開始 

 2018 年 6 月中旬  出展社説明会実施 

 2018 年 8 月 10 日（金） 出展申込最終締切 

 

2．事務局連絡先 

第 31 回国際電気自動車シンポジウム・展示会 事務局 

（株）コンベンションリンケージ内 

TEL：03-3263-8695／FAX：03-3263-8693 

E-mail：sales@evs31.org  

   公式ホームページ：www.evs31.org 



   

 

出展要領 

 

1. スケジュール（予定） 

9 月 28 日（金）  8:00～20:00 設営・搬入 

9 月 29 日（土） 8:00～20:00 設営・搬入 

9 月 30 日（日） 10:00～17:00 展示会・試乗会（一般公開日／プレスデー） 

10 月 1 日（月） 10:00～17:00 展示会・試乗会 

10 月 2 日（火） 10:00～17:00 展示会・試乗会 

10 月 3 日（水） 9:00～15:00 撤去 

 

2. 出展料 及び 出展スペース 

(ア)  展示会場概要 

 

 1 号館 3 号館 

1 階 2 階 

展示面積 3,000 ㎡ 3,000 ㎡ 3,800 ㎡ 

床荷重 3t/㎡ 1t/㎡ 5t/㎡ 

床仕様 エボキシ樹脂 長尺ビニールシート アスファルト 

天井高 6m 5m 8m 

搬出入口 2 か所 

W4.9m×H4.5m 
W2.6m×H3.0m 

2 か所 W7.5m×H4.5m 

1 か所 W4.3m×H3.9m 



   

 

(イ)  出展料 

a 企業・商業展示 

スペース小間 

（3m×3m） 

￥324,000 

（税込み） 

スペースのみのお引渡しとなります。 

b パッケージ装飾費 ￥129,600 

（税込み） 

お申込み小間数と同数をお申込みください。 

c 学術・研究展示 

（3m×3m） 

￥237,600 

（税込み） 

パッケージ装飾費（上記 b）を含みます。 

申込は、主催が研究・学術機関と認定した団体のみと

なります（例：○○研究所、〇〇大学）。事前にお問

い合わせください。 

 

(ウ)  小間仕様・パッケージ装飾費 

 

【パッケージ装飾仕様】 

 壁面（システムウォール）・社名板・カーペット・スポットライト 2 灯 

 コンセント（100V300W、2 口）・受付台・椅子 1 脚 

※ 複数小間の場合も社名板は 1 枚になります。 

※ システムパネルには、釘や画鋲、両面テープのご使用はご遠慮ください。展示

物が軽い場合にはマジックテープ、重い場合には吊り下げ金具をご使用ください。  

 

 

  



   

 

(エ)  出展スペース 

① 1 号館 1F 展示室 

 

 

② 1 号館 2F 展示室   

 

 

  



   

 

③ 3 号館展示室 

 

 

 

 

 

  



   

 

第 31 回国際電気自動車シンポジウム・展示会 出展規約 （お申込みの前に必ずお読みください。） 

 

1 出展申込についての注意 

(1) 申込書は FAX またはメールでお送りください。 

(2) 出展者及び出展内容が、関連法令に抵触するおそれがあるもの、公序良俗に反するもの、特定の政治思想

や宗教の啓蒙活動に関連すると思われるもののほか、本展示会の趣旨にそぐわないと主催者が判断した場

合、出展受付のお断り又は出展受付の取り消しをさせていただく場合があります。受付のお断り、取り消

しにより生ずる損害などに対し、主催者は一切の責任を負いません。 

(3) 申込み小間数は 1 小間（9 ㎡）を最小単位とします。 

(4) 本申込は出展をお約束するものではありません。主催者による書類選考の上、申込者多数の場合には申込

順を優先させていただき、結果を申込者へ通知します。 

(5) 出展料を期限内にお支払いいただけない場合は、出展取り消しをさせていただく場合があります。なお、

振込手数料は出展者の負担となります。 

(6) 出展決定の通知を受けた後の出展の取消しは原則として認められません。やむなく出展の取消しを希望す

る場合は、書面にて事務局にその理由を提出し、主催者の承認を受けてください。なお、出展を取消され

た場合には、2018 年 4 月 1 日以降なら 50％、7 月 1 日以降は 100％のキャンセル料が発生します。 

2 小間位置の決定及び小間の転貸等の禁止 

(1) 小間位置の最終決定については、会場構成、出展内容、小間の形状などを考慮して主催者が决定します。 

(2) 展示効果の向上のために、主催者側で小間図面の変更、小間の再配置を行うことがありますが、出展者は

小間位置の変更に対する不服申立て及び賠償請求は行えないものとします。 

(3) 出展者は、配置決定小間の全部又は一部を第三者に転貸、売買、交換、又は譲渡することはできません。 

3 共同出展の取扱い 

(1) 1 小間に 2 社以上が共同出展する場合、1 社が代表して申込み（以下、「代表出展者」と称する）、共同出

展する企業名を申込み記入欄に併記してください。 

(2) 事務局からの連絡・資料の送付等は、代表出展者あてのみとします。また、公式ホームページや印刷物等

の出展者情報の表示は共同出展者を社名のみとする場合があります。 

4 会場内の行為の制限 

(1) 出展者は本展示会の開催趣旨に合致し、申込書の出展内容に明示した内容以外の展示や配布行為はできま

せん。 

(2) 出展者は自社展示スペース以外での展示・実演・宣伝を行うことはできません。 

(3) 近隣の小間の出展者からの苦情に対して、事務局が展示会運営上の立場から小間の変更が必要であると判

断した場合、当該小間の出展者はその変更の要請に応じるものとします。 

(4) 事務局は、出展に関わる音、臭い、操作、材料、その他の理由から問題があると判断される展示物や行為、

並びに展示会の目的にそぐわない展示物の展示及び行為を制限、禁止又は撤去する権限を有するものとし

ます。なおその際の撤去等は出展者側の責任により行うものとします。 

(5) 特定の企業他の出展者や出展物を非難・攻撃する展示や行為、来場者の安全や会場の秩序を保つことに支

障をきたすおそれのある展示や行為であると主催者が判断した場合は、出展者はその展示もしくは行為を

中止する必要があります。この場合、主催者は出展者に対して返金ほか一切の責任を負いません。 

(6) 出展者の試供品の配布、物品販売等に係るトラブルについては、主催者は一切の責任を負いません。 

(7) 出展小間で出たゴミや廃棄物等は全て持ち帰るものとします。放置した場合、処理費用については、会期

終了後、主催者が出展者に実費請求します。 

5 主催者の管理と免責 

(1) 主催者は、出展物の管理及び保全について事故防止に細心の注意を払うものとします。 

(2) 主催者は、天災その他やむを得ない事情及び主催者に起因しない事由により生じた出展者及びその関係者

の損失又は損害、盗難、紛失、火災、損傷）について、一切の責任を負わないものとします。 

(3) 事務局は、会場における保全・防火・防犯その他管理運営上必要がある場合、出展小間内に立ち入り、点

検し、適宜の措置をとることができます。 

(4) 主催者は、本見本市媒体資料・データ等の偶発的な誤字・脱字等によって生じた損害に対して、一切の責

任を負わないものとします。 

6 開催の中止・中断 

(1) 天災その他不可抗力によって本見本市が開催不能または継続困難になった場合、主催者の判断により開催

を中止又は中断する場合があります。 

(2) 主催者は、前項により生じた損失又は損害について、一切の責任を負わないものとします。 

 

以上 

 

 



   

 

出展申込方法 

 

1．お申込み 

申込期日： 

所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX（03-3263-8693）または、メール（sales@evs31.org）

にて、運営事務局宛にお申込みください。 

申込み後 10 日経過しても事務局から受領の連絡がない場合はお問合せください。 

 

申込期間： 

2017 年 10 月 12 日（木）～2018 年 1 月 31 日（水） 

ただし募集枠数に達し次第、申込みを締め切る場合もございます。 

 

支払方法： 

お申込みの受理後、出展料のご請求書を発行いたします。1 ヶ月以内に指定口座にお振込みく

ださい。なお、銀行発行の振込控えをもって、領収書とさせていただきます。 

※振込手数料は、出展企業様にてご負担願います。 

※小切手等によるお支払いは受け付けません。 

※出展料は振込みによりお支払い願います。 

※出展料の入金確認を以って正式申込となります。期限までのお支払いのない場合は、 

出展申込みを取り消しさせていただく場合がございますので、ご了承願います。 

 

取消し・保留： 

申込みを行う場合、書面にてご連絡願います。 

尚、お申込み取消しによる返金はいたしかねますので、予めご了承ください。 

 

2．申込書送付先 

第 31 回国際電気自動車シンポジウム・展示会 事務局 

（株）コンベンションリンケージ内 

TEL：03-3263-8695／FAX：03-3263-8693 

E-mail：sales@evs31.org 

公式ホームページ：www.evs31.org 

 

 

  



   

 

出展申込書 

 

必要事項をご記入のうえ、2018 年 1 月 31 日（水）までに下記事務局までメールにてお送りください。 

 

 

 

 

 

申込日：     年   月   日 

貴社名 

（印刷物に掲載予定です

ので正式名をご記入くだ

さい） 

日： 

 

英： 

 

ご住所 
〒 

 

国名  ご担当部署  

お役職  ご担当者  

TEL 

FAX 

 

 
E-mail  

 

＜出展情報＞  該当する項目にチェックしてください。 ※単価はすべて税込み 

小間申込 

□ a. スペース小間   

（単価：324,000 円） 

□ b. パッケージ装飾 

（単価：129,600 円） 

□ c. 学術・研究展示 

（単価：237,600 円） 

小間数 

a. 

    小間 

a&b. 

    小間 

c. 

    小間 

合計 

金額 

a. 

      円 

a&b. 

      円 

c. 

      円      

出展内容分類 

（開催コンセプト） 

□新しい価値・サービス □環境性 □安全性 □電動化 □知能化 

□Connected □新エネルギー □政策 □標準化 □市場とビジネスモデル 

出展内容  

共同出展社名 

（複数社出展時） 
 

備考・連絡事項  

第 31 回国際電気自動車シンポジウム・展示会 事務局 

〒102-0075 東京都千代田区三番町 2 三番町 KS ビル 

株式会社コンベンションリンケージ内 

電話：03-3263-8695  FAX：03-3263-8693  E-mail：sales@evs31.org 


