入会方法とメンバーサイトの紹介
EV・FCV・PHV の普及・利用活用をお考えのみなさま、ぜひご参加ください。
詳細は、当会 WEB サイト URL

https://www.apev.jp/entry/ をご参照ください。

入会のメリット
・委員会に出席し情報の収集及び発信ができます。
・自社の製品やサービスを会員に対して PR できます。
・会員相互のビジネスマッチングができます。
・APEV が共催・協賛する展示会に特別料金で共同出展ができます。

未来の子どもたちのために

・APEV が共催・協賛するイベントの情報を入手でき、入場券が割引になります。

お申し込みの流れ

1

STEP

Web からの
お申し込み

（メール・郵送も可）

2

STEP

3

理事会の承認

STEP

会費納入の
ご案内

4

STEP

会費のお振込

メール、郵送の場合の申し込みフォーマットも WEB サイト内に掲載しております。

会員特典メンバーサイト
APEV 会員の情報交流のために、メンバーサイトをご用意しております。ぜひご活用ください。
企業・団体の場合は、１団体あたり 3 名様に、個人会員の場合は、お１人に１つ、ID とパスワードを発行します。

メンバーサイト内の一例
● 電気自動車関連主要海外ニュース
…ほぼデイリーで、海外の EV 関係のニュース配信中。
● APEV

講演会や部会の開催のお知らせ

…委員会の会合のお知らせ、各種展示会のご案内など。
● 会員限定でご紹介する、EV コンバージョン教本や各種講演会など
…会員のみにパスワード付でお届けします。

お問い合わせは
一般社団法人

電気自動車普及協会

050-3375-4937

2021 年 9 月現在

Association for the Promotion of Electric Vehicles

設立の主旨

活動紹介

「未来の子供たちのために、美しい地球を残したい」− この一念から、2010 年 6 月 29 日、私たち電気自
動車普及協会の前身である協議会は、電気自動車の普及を促進するために設立されました。
私たちの子ども、孫、その先の子どもたちの世代が、豊かな自然環境の下で健やかに暮らし続けていく
ことができるように、次世代に責任を持つ私たちが今こそ、そして継続的に行動を起こしていかなければ
なりません。
世界では、二酸化炭素の排出削減の実現に向けて、2040 年〜2050 年を目安にガソリン車およびディー
ゼル車の販売を禁止するとの宣言が各地でなされ、EV シフトの動きが加速しています。日本の自動車産業
界でも、トヨタプリウス PHV、日産 LEAF などの次世代環境型自動車時代も第二世代へと進化しました。ま
たトヨタ MIRAI の普及も進み、さらには、新たな連携による EV の開発も始まろうとしています。
地球環境の保全と持続可能な社会の実現を目指し、産官学の様々な立場の皆さんが連携して、より一層
電気自動車がスタンダードカーとなる社会の実現を目指します。
ぜひ多くの皆様のご賛同を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

業界の垣根を越えた、普及促進のためのつながる活動
中小
EVメーカー

大手自動車
メーカー

部品
メーカー
地方自治体

流通
大学・
研究機関

エネルギー
通信
IoT

APEV イベント実績
委員会

地域 e モビリティ推進委員会、技術委員会など（それぞれ年３〜４回開催）

講演会・シンポジウム

東京都主催東京アイランドモーターショー協力
会員企業・団体のセミナー協力
東京モーターショーシンポジウム
G7 長野県・軽井沢交通大臣会合直前イベントの共催

ＥＶ関係展示会出展

名誉会長：

会長（理事）
：

株式会社ベネッセホールディングス名誉顧問
ベネッセアートサイト直島 代表
公益財団法人福武財団 理事長
瀬戸内国際芸術祭 総合プロデューサー

株式会社 MJS M＆A パートナーズ 取締役会長
株式会社ミロク情報サービス 取締役
長野計器株式会社 取締役
ユナイテッドセミコンダクタージャパン 取締役
公益法人航空機国際共同開発基金 理事長
南相馬市復興 アドバイザー

福武 總一郎

理

事

佐藤 員暢
有馬

仁志

鈴木

高宏

山下
草加
藤原
椎木

敏男
浩平
洋
衛

荒木恵理子
上荒磯祥彦
名 誉 顧 問
顧
問

横川
星

浩
久人

鈴木 正徳

代表理事：

田嶋 伸博

株式会社タジマモーターコーポレーション
代表取締役会長 兼 社長 /CEO
株式会社出光タジマ EV 代表取締役

公益財団法人えひめ産業振興財団EV推進協会 会長兼EVアドバイザー
愛媛大学 客員教授
株式会社エフテーシー 顧問
有馬マネジメントデザイン株式会社 代表取締役社長
横浜スマートコミュニティ 代表
九州工業大学情報工学部 客員教授
長崎総合科学大学大学院新技術創生研究所 客員教授
東北大学未来科学技術共同研究センター（NICHe）教授
長崎総合科学大学 新技術創成研究所 客員教授
東京大学大学院情報学環 客員教授
INTERROBANG DESIGN 株式会社 代表
東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻 特任研究員
株式会社ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO
立命館大学 客員教授
電気自動車普及協会 事務局長補佐
電気自動車普及協会 事務局長
株式会社ベネッセホールディングス
株式会社ベネッセコーポレーション
電気自動車普及協会 事務局長代理
株式会社タジマモーターコーポレーション
日本陸上競技連盟会長
株式会社ベネッセホールディングス 特別顧問

報道機関

海外展示会・シンポジウム
講師派遣
主催イベント

年数回

アウトメカニカ上海 2021「AMS Live 2021」
スイス大使館主催グリーモビリティ・シンポジウム
TAIPEI AMPA＆AutoTronicsTaipei 等

等

インド、イスラエルなど各国大使館イベント、立命館大学経営学部、
宮古島 EV・FCV 講座 等
国際学生 EV デザインコンテスト
EV× 未来社会創造ワークショップ
TEAM APEV パイクスピーク EV チャレンジ

等

会員一覧（2021 年 9 月現在）
◆正会員（企業会員）合計 82

旭化成株式会社、アスクル株式会社、株式会社エッチ・ケー・エス、鹿島建設株
式会社、株式会社カネカ、興和精機株式会社、Continental Automotive
Corporation、スズキ株式会社、住友三井オートサービス株式会社、ダッソー･
システムズ株式会社、テスラ モーターズ ジャパン株式会社、デーナ・ジャパン
株式会社、株式会社電通、トヨタ自動車株式会社、ニチコン株式会社、日産自
動車株式会社、日本たばこ産業株式会社、BMW Japan、日野自動車株式会
社、株式会社日の丸リムジン、株式会社フィアロコーポレーション、フォルクス
ワーゲングループジャパン株式会社、べバストサーモ アンド コンフォートジャ
パン株式会社、株式会社ベネッセホールディングス、丸紅株式会社、株式会社
明電舎、MONET Technologies株式会社、株式会社矢野経済研究所、ヤマハ
発動機株式会社、リコージャパン株式会社 他（50音順）

◆特別会員（自治体、研究機関、報道機関） 合計 157
◆賛助会員（個人会員） 合計 53

アドバイザリー行政機関
◆ 経済産業省、国土交通省

等

