
                                 実施計画書 

四国ＥＶラリー2017実行委員会 

※本企画書の複写及び企画内容の搾取は著作権を含めて製作者に帰属しております  

2017.7.吉日 

四国ＥＶラリー2017  第20回記念大会   



開催にあたり･･･ 
   本大会は公道の走行が可能な電気自動車（ＥＶ）による実用走行と効率的な
充電、走行の安全性を目指すと共にエコ交通システムの普及を市民に呼びかけ
ることを目的とします。また、工業高校や専門学校および大学を中心に多くの
学生さん達が参加することにより、環境教室の一環として、実験研究の場とし
て、この大会に参加して得た経験を活かして頂くことで、将来を背負うエンジ
ニアの育成と低公害車の普及を目的としています。  

2017 



２０１6年度 
実績 

2017 
1.名 称       四国ＥＶラリー２０１6 in『あわじ』 英文（ SHIKOKU EV Rally 2016 in awaji ）  
2.日 程     2016年９月17日（日）～18日（月） ※設営／9月18日（金) 
3.会 場       Amaz技術コンサルティング合同会社 

     住所／兵庫県洲本市五色町鳥飼浦3103 
4.主 催     四国ＥＶラリー2016実行委員会 
5.後 援      日本EVクラブ、日刊自動車新聞社、電気自動車普及協会、他多数募集中 
6.共 催       四国EVチャレンジ委員会 
7.オフィシャルパートナー     未定 
8.協 賛     未定 
9.協 力     未定 
10.実施内容     ○四国ＥＶラリー2016 
      ○ＥＶ車両の展示＆試乗会 
      ○エコカー関連講演会 
      ○地元物産展 など 
12.来場予想     2000名（2日間） 
13.参加動員施策  過去のエコカーオーナーへのＤＭ 
                         自動車メーカー、ディラーへの告知  
     ポスター製作 未定 
     チラシ製作  
     マスコミへの無料パブリシティー依頼 
14.入場料    無料 
15.大会経費    約200万円 
16.大会事務局     四国ＥＶラリー2016実行委員会事務局 
     〒547-0031大阪市平野区平野南1-8-11  
                             株式会社ＴＧＭＹ内 
      TEL. 06-4302-3367 
                          E-mail：shikoku-ev@tgmy.jp 
      URL：http://shikokuevrally.wix.com/shikokuevrally        
      
                                                                                                                                                               写真は2014年大会  開会式 



２０１7年度 
 開催概要 
1.名 称       四国EVラリー2017『第20回記念大会』   英文〔The 20th memorial SHIKOKU EV RALLY 2017〕  
2.日 程     2017年8月26日（土）～27日（日） ※設営／8月25日（金) 
3.会 場       淡路市 市役所駐車場 特設会場 

     住所／兵庫県淡路市生穂新島8番地 
4.主 催     四国ＥＶラリー2017実行委員会 
5.後 援      未定（現在交渉中） 
6.共 催       四国EVチャレンジ委員会 
7.オフィシャルパートナー     未定 
8.協 賛     未定（現在交渉中） 
9.協 力     未定（現在交渉中） 
10.実施内容     ○四国ＥＶラリー2017 
      ○ＥＶ車両の展示＆試乗会 
      ○エコカー関連講演会 
      ○地元物産展 など 
12.来場予想     2000名（2日間） 
13.参加動員施策  過去のエコカーオーナーへのＤＭ 
                         自動車メーカー、ディラーへの告知  
     ポスター製作 未定 
     チラシ製作  
     マスコミへの無料パブリシティー依頼 
14.入場料    無料 
15.大会経費    約200万円 
16.大会事務局     四国ＥＶラリー2017実行委員会事務局 
     〒547-0031大阪市平野区平野南1-8-11  
                             株式会社ＴＧＭＹ内 
      TEL. 06-4302-3367 
                          E-mail：shikoku-ev@tgmy.jp 
      URL：http://shikokuevrally.wix.com/shikokuevrally             
                                                                                                                                        写真は2014年大会  1号車出発シーン 

2017 



開催までのスケジュール 
 7月  1日                     開催概要最終決定・開催告知リーフレット完成 
                   告知・案内開始  
 
 7月1日～15日              特別規則書・参加申込用紙  ダウンロード開始 
                    協賛依頼書発送 
                   関係各所へ案内 
                   関係省庁への後援依頼発送 
 
   7月10日                     参加申し込み受付開始 
 
   8月  1日ごろ プレスリリース①発送（発信） 
                          
 8月10日  参加申し込み締切 
            協賛申し込み締切 
 
 8月15日ごろ              プレスリリース② 
 
 8月20日ごろ 受理書発送 
 
 8月25日                  会場設営 
 
 8月26日・27日 大会本番 
 
   9月10日ころ               報告書提出 
                                                                                                                                        写真は2014年大会 2号車出発シーン 

2017 



会場紹介 

2017 
                             淡路市 市役所 駐車場                                                    住所／兵庫県淡路市生穂新島8番地 
                                                                                                                             淡路市役所所在 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



■四国ＥＶラリー２０１7 

オリジナル電気自動車および市販
電気自動車・燃料電池車によるク
ローバー型ラリーイベント。 
ヘッドクォーターを中心に、 
クローバー状に、兵庫県淡路島の
名所旧跡等を回り、その距離や走
行内容でポイントを競います。 

実施内容①－Ⅰ 

2017 



■出展コーナー ほか 

ECO関係の企業・団体による出店コーナー 
エコカーの試乗会なども実施可能です。 

実施内容② 

2017 



ご協賛の要綱 

四国ＥＶラリー実行委員会 
 
 

※本企画書の複写及び企画内容の搾取は著作権を含めて製作者に帰属しております  

2017 



オフィシャルパートナー協賛要項 

オフィシャルパートナー 協賛 
 

大口スポンサーとして最大限のＰＲ効果・拡販効果を見出せます。 
 

■協賛金 ５００,０００円（税別）     冠スポンサーをご希望の場合は別途相談 
 ※ 末締めの翌月末お支払                            ※ 冠スポンサーは大会名にご希望の名称（冠）を付加できます 
                                                                                   但し、大会名に相応しくない場合はお断りすることもあります 
 

■ご協賛特典 
    ①オフィシャルパートナーとして露出いたします 
     ※露出対象…イベント全て 
    ②製作いたします印刷物に貴社ロゴを露出 
    ③製作するプログラムに貴社広告ページ1頁ご提供 
     ※中ページ・A4サイズ・4Cカラー1頁 
     ※データは貴社のご手配 
    ④ステージなど製作物に貴社名掲出 
    ⑤出展スペースご提供 
    ⑥その他  

2016 



協賛要項① 

協 賛 ① 
 

大会のスポンサーとして最大限のＰＲ効果・拡販効果を見出せます。 
 

■協賛金 ２５０,０００円（税別） 
         ※お支払方法は別途ご相談を承ります 
 

■ご協賛特典 
    ①製作いたします印刷物に貴社ロゴを露出 
     ※露出対象…イベント全て 
    ②製作するプログラムに貴社広告ページ1頁ご提供 
     ※中ページ・A4サイズ・4Cカラー1頁 
     ※データは貴社のご手配 
    ③ステージなど製作物に貴社名掲出 
    ④出展スペースご提供 
    ⑤その他  

2017 



協賛要項② 

協 賛 ② 
 

大会のスポンサーとして最大限のＰＲ効果・拡販効果を見出せます。 
 

■協賛金 １００,０００円（税別） 
         ※お支払方法は別途ご相談を承ります 
 

■ご協賛特典 
    ①製作いたします印刷物に貴社ロゴを露出 
     ※露出対象…イベント全て 
    ②製作するプログラムに貴社広告ページ1頁ご提供 
     ※中ページ・A4サイズ・1Cモノクロ1頁 
     ※データは貴社のご手配 
    ③ステージなど製作物に貴社名掲出 
    ④出展スペースご提供 
    ⑤その他  

2017 



協賛要項③ 

協 賛 ③ 
 

大会のスポンサーとして最大限のＰＲ効果・拡販効果を見出せます。 
 

■協賛金 ５０,０００円（税別） 
         ※お支払方法は別途ご相談を承ります 
 

■ご協賛特典 
    ①製作いたします印刷物に貴社ロゴを露出 
     ※露出対象…イベント全て 
    ②製作するプログラムに貴社広告ページ1/2頁ご提供 
     ※中ページ・A4サイズ・1Cモノクロ1/2頁 
     ※データは貴社のご手配 
    ③ステージなど製作物に貴社名掲出 
    ④出展スペースご提供 
    ⑤その他  

2017 



協賛要項④ 

協 賛 ④ 
 

大会の出展社としてＰＲ出来ます。 
 

■協賛金 ２５,０００円（税別） 
         ※お支払方法は別途ご相談を承ります 
 
■ご協賛特典 
    ①製作いたします印刷物に貴社名を露出 
     ※露出対象…イベント全て 
    ②製作するプログラムに貴社名露出 
     ※中ページ・A4サイズ・10コマ／1頁中の1コマご提供 
     ※データは貴社のご手配 
    ③出展スペースご提供  

2017 



2017 

                お問い合わせ 
 
                四国EVラリー実行委員会 
 
             〒547-0031 大阪市平野区平野南1-8-11 
          株式会社TGMY内 四国EVラリー事務局 
                              TEL: 06-4302-3367 
                        e-mail: shikoku-ev@tgmy.jp 
 

第20回記念大会 
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