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神戸空港開港記念 

「ＥＣＯ ＣＡＲ ＦＥＳＴＡ ２００５」 
開催のご案内及びご取材について… 

開催日：2005 年 5 月 21 日（土）～22 日（日） 
 

来る 2005 年 5 月 21 日（土）～22 日（日）に来年 2 月開港予定の「神戸空港」におきまして標記のイベントを 

開催する事となりました。開港前の空港内ローディングエプロンでの「最初で最後」のエコカーによる祭典を是非、

貴番組視聴者、貴紙（誌）読者の皆様にご紹介を賜りますよう心よりお願い申し上げます。また、この開催を通じ

て少しでも多くの皆様に「環境」についてお考え頂ければと思います。 

敬具 
 

記 

 

■実施概要 
 

 名 称  神戸空港開港記念「Ｅｃｏ Ｃａｒ Ｆｅｓｔａ ２００５」 

 テーマ  未来の子供達に青の地球を Ｋｅｙ ｔｏ ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ「まち、人、飛び立つ 神戸空港」 

 日 程  ２００５年５月２１日（土）～２２日（日） ２日間 

 会 場  神戸空港（兵庫県神戸市中央区神戸空港） 

 主 催  エコカーフェスタ２００５実行委員会 

 共 催  日本ＥＶクラブ神戸支部 

   ワールドエコノムーブ神戸空港実行委員会 

   日本オートスポーツクラブ 

 後 援（予定） 文部科学省、経済産業省、環境省、国土交通省、兵庫県、兵庫県教育委員会、神戸市、 

神戸市教育委員会、（社）日本自動車連盟 関西本部（ＪＡＦ）、日本太陽エネルギー協会、 

日本ＥＶクラブ、四国ＥＶチャレンジ委員会、神戸空港ターミナル株式会社、 

ワールドソーラーカーラリー実行委員会、神戸市子ども会連合会、神戸新交通株式会社 

 協 力  株式会社ジェイティービー 

   JAF 加盟クラブ：ツーアンドフォー･スポーツ・JAF 加盟クラブ：クラブ･スーパースペシャルステージ 

 大会事務局  エコカーフェスタ２００５開催実行委員会 
   〒５４２－００６２  大阪市中央区上本町西５－１－６寛永ビル５Ｆ 

   「エコカーフェスタ２００５事務局」 

   ＴＥＬ．０６－６７６１－０２４８ ＦＡＸ．０６－６７６１－００６７ 

   Ｅ－Ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠２ａｎｄ４．ｃｏ．ｊｐ 

   ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．２ａｎｄ４．ｃｏ．ｊｐ／ｅｃｏｃａｒｆｅｓｔａ２００５／ 

 エコカー競技 １）２００５ワールドエコノムーブグランプリＲｄ．２ 
     ワールドエコノムーブｉｎ神戸空港 

     ａ．ワールドエコノムーブグランプリレース（２Ｈ） 

     ｂ．エコノムーブレース（１Ｈ） 

   ２）第５回ソーラーカーフェスティバルｉｎ神戸２００５ 
     ※ソーラーカーによる３種競技 

     ａ．ソーラーカー３０ｋｍ周回ラリー 

     ｂ．ソーラーカークラス別５周レース 

     ｃ．ソーラーカージムカーナ ２トライ ※３）と同時開催 

   ３）第６回ＥＶ・ＥＲＫ（ＥＶレーシングカート）ジムカーナ２００５ 
     ※５０ｍ×５０ｍの特設コースにて２トライ 

   ４）第２回なんでもＥＶ６０分耐久レース（混走レース） 
     ａ．ＥＶバイク部門 市販車男女・手作り男女鉛・手作り男女他バッテリー 

     ｂ．ＥＶスクーター部門 １２歳までの男女・１８歳までの男女・１９歳以上男女 

     ｃ．その他なんでも部門 １８歳までの男女・３６歳までの男女・３７歳以上男女 

   ５）コンバートＥＶ２時間耐久レース ｉｎ ＫＯＢＥ 

     ※ナンバーを取得したコンバートＥＶを車種によって決められたエネルギー量で 

       計数を統一し、順位を決める２時間エンデューロ 
      ５）問合せ先 ＮＰＯ低公害車普及協会 

〒６６７－００７６ 兵庫県神戸市中央区吾妻通４丁目１番１６号 

エコニミスタ神戸北棟３階（神戸町まちづくり研究所コレクティブオフィス） 

ＴＥＬ／ＦＡＸ．０７８－２５２－１４８５ 携帯０９０－６６０９－７０８６（担当 瀬川） 

 その他の催事 １）第３回ミニチュア燃料電池ラジコンレース 
     ※３０ｃｍ×５０ｃｍのサイズ内であれば市販・手作り問わず 

   ２）ちびっ子ソーラーカー試乗会 
     ※ちびっ子（３歳～１２歳）を対象にソーラーカー２台により試乗会を行う  ３００名 

   ３）ちびっ子Ｅｃｏ写生大会（１歳～５歳） 
     ※来場の親子連れ 100 名を対象に画板･クレヨン･画用紙を無料配布、会場内のエコカーを描いて頂く 

   ４）第６回日本エコカー会議 
     ※全国でＥｃｏイベントをオーガナイズする約１０団体による会議 

   ５）ゴミゼロ宣言 

入場料  無料 

ご来場の注意 公共交通機関にてお越し下さい。当日は大変込み合う可能性がありますのでお早めに お越し下さい。南公

園駅より神戸空港までシャトルバスをご利用下さい。（片道 300 円） 

21 日／9:30～17:30 22 日／8:00～17:00 ※随時運行 

チケットは 5 月 1 日より前売り割引券をローソンにて販売します 

http://www2.lawsonticket.com/


 

報道関係の皆様へ… 
 

 

 

神戸空港開港記念 

「ＥＣＯ ＣＡＲ ＦＥＳＴＡ ２００５」 
 

メディア申請のご案内 
 

神戸空港開港記念「Ｅｃｏ Ｃａｒ Ｆｅｓｔａ ２００５」のご取材をお願いできます媒体の 

皆様は、下記の内容をご確認の上、２００５年５月１６日（月）までに、事務局までＦＡＸにて 

お申し込み下さい。 

 

 ①下記取材概要、別紙申請書・誓約書を御熟読の上、ご理解の上もれなくご記入下さい。 

  ※ご記入に不備がある場合は、申請を受け付けかねる場合がございます。 

  ※誓約書はご来場の皆様分ご提出願います。 

 ②事務局へ申請書・誓約書を５月１６日（月）までにＦＡＸにてお申し込み下さい。 

 ③事務局よりお申し込み頂きました各社（者）に、入場パス・車両パス・ご案内を５月１８日（水） 

 発送（予定）で郵送させて頂きます。 

 

 

メディア取材概要 
 

 ①メディア申請は１媒体につき３名までの申請とさせて頂きます。なお、追加のメディアパスが必要な 

  場合（ＴＶ・ラジオ等の大規模取材）は、内容等を事務局にお伝えの上、申請下さいますようお願い 

  申し上げます。 

 ②メディア駐車場（関係者駐車場）をご用意しておりますが、台数に限りがございますので、予めご了 

 承下さいますようお願い申し上げます。（満車の際は、隣接します一般駐車場へ駐車して下さい） 

 ③ご来場の際は、必ず入場パス・車両パスをご持参の上、ご提示下さい。 

  ※入場パス・車両パスのなき場合は、一般来場者として対応させて頂きます。 

 ④入場後は、大会本部にて受付をお済ませ下さい。 

  ※この際、お名刺・媒体名（記事掲載予定誌・番組）などを頂戴致します。 

 ⑤受付にて公式プログラム・資料・プレスゼッケンをお渡し致します。 

 ⑥コース内での取材（撮影）はゼッケンを必ず装着して行って下さいますようお願い申し上げます。 

 ⑦コース内での取材（撮影）ですが、メディア専用撮影エリアはございません。ご自由にご取材下さい 

  ませ。なお、イベント進行と安全上の理由（審査委員会からの指示等）から、オフィシャルにより危 

険と判断された場合は、取材されている場所を変更もしくはお断りする場合がございますので、予め 

ご了承下さい。 

 ⑧リザルト（競技結果）は、各媒体毎に本部てご準備いたしております。 

 ⑨会場は電源（ｺﾝｾﾝﾄ）等がございません。電子機器のご使用の際は、バッテリーもしくは発電機のご準 

 備をお願い致します。 

 ⑩また取材頂きました掲載誌・番組等のｻﾝﾌﾟﾙを必ず事務局宛にご送付下さいますようお願い致します。 

 

 

 メディア申請締め切り 

  ２００５年５月１６日（月） ～１８：３０まで 

 

 申請書類 

  申請書１部、誓約書取材来場者分 

 

 お問合せ・お申し込み先 

  エコカーフェスタ 2005 開催実行委員会 

  〒５４２－００６２大阪市中央区上本町西５－１－６寛永ビル５Ｆ 

  「エコカーフェスタ２００５事務局」 

  ＴＥＬ．０６－６７６１－０２４８ ＦＡＸ．０６－６７６１－００６７ 

  Ｅ－Ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠２ａｎｄ４．ｃｏ．ｊｐ 

  ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.２ａｎｄ４.ｃｏ.ｊｐ／ｅｃｏｃａｒｆｅｓｔａ２００５／ 

 



 

 

 

 

 

 

神戸空港開港記念 

「ＥＣＯ ＣＡＲ ＦＥＳＴＡ ２００５」 
 

メディア申請書 
 

媒体名※ 例）㈱○○社

媒体内容※ 例）雑誌／○○

お名前※  年齢 歳

性別 男性 ・ 女性 血液型 型 生年月日 西暦   年   月   日 

住所※ □会社 ・ □自宅（いずれかにチェック） 

〒□□□－□□□□ 

電話番号※      －      ― 携帯番号       －      ― 

e-mail アドレス            ＠ 

緊急時の連絡先 

住所 

〒□□□－□□□□ 

電話番号      －      ― 携帯番号       －      ― 

 

パス・ご案内のお送り先 ☆上記※印と同じであれば同上とご記入下さい。 

媒体名 例）㈱○○社

媒体内容 例）雑誌／○○

お名前  

送付先住所 

〒□□□－□□□□ 

電話番号  

 

 

受付月日 パス発送日 事務局担当 事務局 

記入欄    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸空港開港記念 

「ＥＣＯ ＣＡＲ ＦＥＳＴＡ ２００５」 
 

誓 約 書 
 

 
 エコカーフェスタ 2005 開催実行委員会 殿 

 神戸空港 殿 

 神戸市 殿 

 株式会社ジェイティービー 殿 

 株式会社ツーアンドフォー 殿 

 

 

私は、神戸空港開港記念「Ｅｃｏ Ｃａｒ Ｆｅｓｔａ ２００５」を取材するにあたり、主催者により指示された事項 

にすべて従う事を誓約致します。また、取材中・取材に関連した起こった死亡、負傷、その他の事故で私及び会 

社、同行者の受けた損害及び傷害について、それが主催者、大会関係者、大会役員、係員、雇用者（コース所有 

者を含む）、後援団体、協賛会社、協力会社、競技参加者（以下大会関係者という）などに対して、非難や責任 

の追求、損害賠償を要求したりしないことを誓約します。なお、このことは事故が大会関係者の手違いなどに 

起因した場合であっても変わりありません。万一、私が取材中に事故を引き起こした場合、事故に起因するすべ 

ての賠償責任を負うことを誓約致します。 

また取材申請書に明記したことは全て真実であり、私は 20 歳以上の成人で、取材にあたりモータースポーツに 

は危険が伴なう事を認識しており、これに対する標準的な能力を持っていることを誓約し、取材を申請します。 
 

 

 

 

 西暦     年     月     日 

 

 

 

 

 

     取材者署名                            捺印                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付月日 パス発送日 事務局担当 事務局 

記入欄    

 


