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日本最大の自動車技術展 過去最大規模で開催！
～世界に向けて最新技術・製品を発信～

「人とくるまのテクノロジー展 2015」
開催イベントのご案内
公益社団法人自動車技術会（会長 加藤光久）は、2015 年 5 月 20 日(水)～22 日(金)の 3 日間にわた
り、神奈川県横浜市のパシフィコ横浜で、「自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展 2015」を開催します。
本イベントは自動車産業の第一線で活躍するエンジニアのための自動車技術専門展として 1992 年に始まり
ました。24 回目となる今回は 538 社（1150 ブース）にご出展頂き、過去最大規模での開催となります。国内
のカーメーカをはじめ、自動車を構成する各部材やその要素技術、また研究開発を支援する数々のソリュー
ションを一堂に紹介します。
見て、触れて、聴いて、体験できる本展示会を通じて、多くの方に最新の自動車技術とその素晴らしさをお
伝えできればと願っています。

【プレスアワーとプレスカンファレンス】
実施日： 5 月 20 日（水）
展示会初日の 20 日に、プレス向けに 9:00～10:00 の時間帯でプレスアワーを実施します。

実施時間

内

容

9：00～

・展示会場２階 E204 プレスルームにて取材受付を開始

9：30～9：45

・プレスカンファレンス開催 （＠アネックスホール F201-202）

9：55～10：00

・開会宣言 （＠展示会場１階 展示ホール）

10：00～

・開場 （一般展示・試乗エリアオープン、一般入場開始）

・ 最新技術搭載車の試乗については、展示会初日の 10:00～12:00 の間がプレス向けの優先枠となってい
ます。事前予約等のご要望は下記までお問い合わせ下さい。
・ 展示ブースは 10 時オープンになります。開場前の取材をご希望の場合は、下記までお問い合わせ下さい。
【報道関係者の問い合わせ先】
ソアーズ／プロスペール 担当： 佐藤、増田、岩井
TEL: 03-5778-4886

FAX: 03-5778-4887

広報専用 Email: expo-press@jsae.or.jp
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■一般展示：展示ホール 1F
【一般展示に関するご案内】
5 月 20 日（水）・21 日(木)10:00-18:00

無料

5 月 22 日（金）10:00-17:00
本展示会では、過去最大規模の 538 社（内 56 社が初出展）
にご出展頂いております。その出展内容について、今回「世界
初」「日本初」であるもの、その他の「注目の出展内容」ついて、
各出展社によるプレスリリースをまとめました。その一覧について
は、添付資料をご覧ください。詳細な内容については、以下の
URL からご覧いただけます。
http://www.jsae.or.jp/PR/html/15002/15002.zip

【その他の開催イベントに関するご案内】
1．特別企画

■主催者特別企画展示：アネックスホール・1F D ホール側コンコース
多様化するエネルギーとくるま ～低炭素社会を拓くキーテクノロジー～

無料・一部要登録

毎年実施している主催者特別企画展示について、本年は「低炭素社会」をキーワードに、産・学・官の取り組
みを展示と講演にてご紹介します。

出展内容については添付資料をご覧ください。
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■試乗会：1F ピロティー（FC バスのみ D ホールコンコース前）
5 月 20 日（水）・21 日（木）10:00～17:00

無料・要登録

5 月 22 日（金）10:00～15:00
■一般来場者 申込方法： 事前申込(展示会ウェブサイト)に加え、当日申込枠もご用意しております。
最新技術搭載車の公道試乗
MIRAI
（トヨタ）

アウトランダー PHEV
（三菱）

ロードスター(MT)
（マツダ）

S660
（ホンダ）

アルトターボ RS
（スズキ）

e-NV200
（日産）

コペン XPLAY
（ダイハツ）

コペン Robe
（ダイハツ）

STEP WGN
（ホンダ）

STEP WGN SPADA
（ホンダ）

超小型モビリティの試乗
i-ROAD
（トヨタ）

New Mobility Concept
（日産）

コムス
（トヨタ車体）

尚、試乗参加の条件として下記の遵守をお願い致します。
・21 歳以上免許取得後 1 年以上とし、当日日本国内で有効な普通免許証の提示が出来る方
・誓約書内容に同意し、氏名、連絡先にサインが出来る方
・運転に適した靴を履いている方（サンダル、ハイヒール不可）
・飲酒をしていない方
FC バスの試乗

燃料電池を搭載した FC バスにご搭乗頂けます。
5 月 20 日（水）・21 日（木）1３:00～17:00
5 月 22 日（金）1３:00～15:00

FCHV-BUS
（トヨタ/日野）
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２．その他の企画

■Keynote Address：会議センターメインホール
鉄道の高速化における技術開発
無料
5 月 21 日（木）16:55～17:55
講師：白國 紀行 氏（東海旅客鉄道株式会社）
JR 東海にて、リニアモーターカー実用化の最前線でご活躍されている白國氏に、開発における取り組みなど
についてご講演頂きます。

■新製品・新技術セミナー：ハーバーラウンジ第 1 会場、第 2 会場
出展社による先端技術や将来のビジョンに関する講演会です。
３日間にわたり、全 64 講演を予定しています。

無料・要登録

■フォーラム：アネックスホール・会議センター
本会の各技術部門委員会が企画する、最新の技術動向を紹介するイベントです。
モータスポーツフォーラム等、計 21 件を３日間にわたり実施します。

無料

■学術講演会：会議センター
研究者・技術者の方々の研究成果発表の場である学術講演会を実施します。
３日間にわたり、93 セッション・441 講演を予定しています（内 69 件が英語論文）。

有料

■自動車技術会賞・技術教育賞 受賞者発表：アネックスホール F201-202
5 月 20 日（水）9:30～9:45
自動車技術分野を代表する賞である「自動車技術会賞」と自動車に関
する人材育成・教育の向上発展に関する「技術教育賞」の受賞者発表
を、開催日初日のプレスカンファレンス内にて行います。翌日の 21 日
(木)14:15 から授賞式を実施し、その後展示会場 2F コンコースの自動
車技術会賞コーナにて、受賞者の方に直接受賞業績について質問で
きる「受賞者 Q&A コーナ」を 16 時より実施します。

無料

■女性技術者交流会：会議センター419
Enjoy!? 技術屋人生
無料・要登録
5 月 21 日（木）13:00～16:40
講師：伊東 明美 氏（東京都市大学）
自動車に関連する様々な分野でご活躍されている女性技術者の活動支援として、参加者同士が広く交流を
持ち、情報発信・交換・収集することを目的とした「女性技術者交流会」を開催いたします。今回で第５回目の
開催となります。
※メディアの方の取材には一部制限があります。
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■自動車技術会ブース：展示会場 2F コンコース
学生による自動車製作競技会である「全日本 学生フォーミュラ大会」、
自動車の安全技術に関する学生イベント「学生安全技術デザインコン
ペティション」、中・高校生向けのデザイン教育「カーデザインコンテスト」
等、本会の人材育成に対する取り組みを紹介します。
※全日本 学生フォーミュラ大会については、参加チームによる「トーク
ショー」の他、「支部連絡会」や「EV 相談会」も実施予定です。
・ トークショー： 5/22(金) 12:00-13:00（自動車技術会ブース）
・ 支部連絡会： 5/22(金) 13:00-15:00（展示ホール E201[予定]）
・ EV 相談会： 5/22(金) 13:00-17:00（会議センター419[予定]）

３．資料
人とくるまのテクノロジー展 公式ページ >> http://expo.jsae.or.jp/
2015 年春季大会（学術講演会） 公式ページ >> http://www.jsae.or.jp/2015haru/
全日本 学生フォーミュラ大会 公式ページ >> http://www.jsae.or.jp/formula/jp/
本リリースに掲載の画像（高精細版） >> http://jsae.jp/expo2015press/
自動車技術会 ホームページ >> http://www.jsae.or.jp/
（以上）
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