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第43回東京モーターショー2013 主催者テーマ事業

SMART MOBILITY CITY 2013
世界初、クルマと社会の明日を体験する

もうひとつのモーターショー開催！

エネルギーやICTなど、クルマを取り巻く環境は常に変化しています。その中でクルマは今後どう進化し、
私たちの暮らしや未来の社会はどう変わっていくのでしょうか？ クルマと私たちの暮らしの明日を考える
プログラムは、世界各地のモーターショーでも例がありません。先進技術や多彩な文化を発信する日本だか
ら提起できるのです。

クルマメーカーだけでなく、住宅メーカーや情報通信企業などの異業種や研究機関が参加し、クルマを取り
巻く近未来の社会や暮らしを体験し発信する、世界で初めてのもうひとつのモーターショー。それが、東京
モーターショー主催者テーマ事業「SMART MOBILITY CITY 2013」なのです。

「スマートモビリティシティ」は、「世界一のテクノロジーモーターショー」を目指す第42回東京モーター
ショー2011の主催者テーマ事業として初めて実施し、その効果もあって、東京モーターショー全体で前回比
37％増の入場者数84万2,600人を達成致し、国内外の取材メディアへ幅広く取り上げられました。

第２回目となる今年は、クルマが社会、まち、人、暮らしなどあらゆるものとつながると、私たちの暮らし
は一体どうなっていくのか、「KURUMA NETWORKING～くらしに、社会に、つながるクルマたち～」をテ
ーマに展開します。参加企業・団体は、前回を上回る規模となり最先端技術を世界へ発信することが可能と
なりました。

この「ニュースレター」では今後、「SMART MOBILITY CITY 2013」が提起する“クルマとくらしの明日”
を、さまざまな視点からご紹介し、新たな暮らしの喜びや価値、更には明日のクルマや移動のかたちの最先
端に迫っていきます。ご期待ください。
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「エキシビション」 クルマとくらしの明日

クルマメーカーはもとより、情報通信、電子機器、住宅、素材などのメーカー、研究機関などがそれぞれの視

点・技術・システムから「クルマとくらしの明日」を展示訴求します。

「コア展示（主催者展示）」SMC TOURS
エキシビション内にて、クルマ型ミニシアターに乗って、明日のクルマや暮らしがあるスマートモビリティシ
ティをVR体験するプログラムを実施します。

「テストライド」新しいモビリティとライフスタイルを見て、乗って、感じて！
クルマは人のパートナーとして、新しい社会や暮らしへ、そのかたちや機能を大きく変えようとしています。
私たちはこれからどのようなクルマに乗れるのでしょうか？ パーソナルモビリティ、超小型モビリティ、
EV/PHV、高度運転支援システムなど、多彩なクルマに実際に試乗し体験してください。

「カンファレンス」 クルマと交通、社会がつながることでどう変わるのか

世界の叡智を集めて「クルマとくらしの明日」を議論する「国際シンポジウム」や「つながるクルマとその新
技術」をテーマとした出展者によるセミナー、クルマの技術や仕組みを学び遊ぶ子供たちのための工作教室な
ど多彩な交流プログラムを実施します。

--------------------------------------------＜開催概要＞--------------------------------------------

名 称： 第43回東京モーターショー2013 主催者テーマ事業
SMART MOBILITY CITY 2013（スマートモビリティシティ2013）

テ ー マ： KURUMA NETWORKING ～くらしに、社会に、つながるクルマたち～

会 場： 東京ビッグサイト（西４ホール及び屋上展示場/会議棟）
※「第43回東京モーターショー2013」内

開催期間： 2013年11月22日(金)～12月1日(日) 10日間
プレスデー：11月20日(水)／21日(木)
特別招待日／プレビュー・ナイト：11月22日(金)

主 催： 一般社団法人日本自動車工業会
東京モーターショーオフィシャルWebサイト http://www.tokyo-motorshow.com/
SMART MOBILITY CITY 2013専用Webサイト http://smc.tokyo-motorshow.com/

３つのプログラムで“クルマとくらしの明日”を発見・体験！

第2号以降では上記プログラムの内容を具体的にご紹介いたします。ご期待ください。
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１． 経済産業省資源エネルギー庁 http://www.enecho.meti.go.jp/
２． 旭硝子株式会社 http://www.agc.com/index2.html
３． 日本大学工学部 http://www.ce.nihon-u.ac.jp/
４． 株式会社ディーアート http://www.d-art.jp/
５． 株式会社デンソー http://www.denso.co.jp/ja/
６． 株式会社エコモ http://www.ichiro-hatayama.com/
７． 株式会社グロースンドリーム http://www.growthn.com/
８． 本田技研工業株式会社 http://www.honda.co.jp/
９． 特定非営利活動法人ITS Japan http://www.its-jp.org/

１０． コボット株式会社 http://www.kobot.co.jp/
１１． ロハスホールディングス株式会社 http://www.lohas-hd.co.jp/
１２． マツダ株式会社 http://www.mazda.co.jp/
１３． 国土交通省道路局 http://www.mlit.go.jp/road/
１４． 三菱自動車工業株式会社 http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
１５． 日産自動車株式会社 http://www.nissan.co.jp/
１６． 株式会社ＮＴＴドコモ http://www.nttdocomo.co.jp/
１７． 株式会社プロッツア http://prozza.com/
１８． 水素供給・利用技術研究組合 http://hysut.or.jp/
１９． 積水ハウス株式会社 http://www.sekisuihouse.co.jp/
２０． Terra Motors株式会社 http://www.terra-motors.com/jp/
２１． 常盤産業株式会社 http://www.tokiwa-group.co.jp/
２２． 株式会社東芝 http://www.toshiba.co.jp/
２３． トヨタ自動車株式会社 http://www.toyota.co.jp/
２４． トヨタホーム株式会社 http://www.toyotahome.co.jp/
２５． 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター http://www.vics.or.jp/index1.html
２６． ジード株式会社
２７． 株式会社Hiriko.jp
２８． TUM CREATE http://tum-create.edu.sg/

出展者一覧（予定）

情報発信に関する取材・お問い合わせ窓口
東京モーターショー SMART MOBILITY CITY 2013 広報事務局

担当：河原潤子 smc2013-pr@motor-show.jp
電話： 03-3309-8951 FAX：03-3309-8952 携帯：090-1036-8060

SMC各項目の詳しい内容は、今後のニュースレター情報更新でお知らせ致します。
更新情報の受信ご希望は smc2013-pr@motor-show.jp まで、空メールをお送り下さい。
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コア展示
SMC TOURS
会場 西4ホール
期間 2013年11月23日（土）～12月1日（日）
内容 不思議なクルマに乗って、SMART MOBILITY CITYを

クルージング。クルマ型疑似体験装置に乗り込んで、
様々なシーンの中を探訪します。

【コンテンツ一覧】
Ⅰ つながる・・・安全・安心な交通システムへ
Ⅱ つながる・・・安全・安心なクルマへ
Ⅲ つながる・・・快適で便利なドライブ
Ⅳ つながる・・・新しいクルマの役割
Ⅴ つながる・・・安全安心快適なくらし
Ⅵ つながる・・・新しいモビリティ

テストライド
SMC試乗会 体感！スマート･ドライビング

「パーソナルモビリティ体験走行」
会場 西4ホール コア展示内
期間 2013年11月23日（土）～12月1日（日）

「超小型モビリティ体験走行」
会場 西4ホール コア展示内及びトラックヤード
期間 2013年11月23日（土）～12月1日（日）

「電動二輪車体験走行」
会場 西4ホール トラックヤード
期間 2013年11月23日（土）～12月1日（日）

「高度運転支援システム試乗走行」
会場 屋上展示場
期間 2013年11月23日（土）～11月26日（火）

「自動運転デモ走行」
会場 屋上展示場
期間 2013年11月25日（月）～11月26日（火）

「充電インフラ、EV・PHV体験会」

主催 一般社団法人次世代自動車振興センター
会場 屋上展示場
期間 2013年11月26日（火）～12月1日（日）

カンファレンス
国際シンポジウム（プログラム詳細は後日発表）
「安全・安心へ、つながるクルマ
～高度運転支援システムの可能性～」
会場 会議棟６F 605-608会議室
期日 2013年11月25日（月）10：30～16：30

「未来社会と未来の移動」
会場 会議棟７F 国際会議室
期日 2013年11月28日（木）11：00～16：30
（特別協力 トヨタ自動車株式会社）

「～新しい技術で、変わる暮らし～」
主催 国土交通省・読売新聞社
会場 会議棟６F 605-608会議室
期日 2013年11月24日（日）10：30～16：30

アドバンス・テクノロジー・セミナー
（実施予定企業・団体）
日産自動車株式会社、経済産業省 資源エネルギー庁

キッズ・ワークショップ
（実施予定企業）
日産自動車株式会社、株式会社エコモ、
パナソニック株式会社、マブチモーター株式会社

実施プログラム一覧

SMART MOBILITY CITY 2013
NEWSLETTER


