
夢の大橋自動運転試乗会
超高齢社会を迎え、移動制約者の増加や職業ドライバー不足などの問題が懸念されています。

こうした社会的課題の解決手段として、最先端の自動運転技術は大いに期待されています。

東京都では、このような自動運転技術を広く都民の皆さまに知っていただき、

実用化に向けた社会気運を高めていく目的で、自動運転車両の試乗会を開催いたします。

一般の方を対象とした試乗としては日本初となるMilee( マイリー ) や、

全国各地で実証実験の実績を重ねているミニバンタイプ車両の２台をご用意しました。

この機会にぜひ自動運転を体験してみませんか？

tokyo-testdrive.com

ハンドルやアクセル、ブレーキを一切必要としない
ラストワンマイル向けの完全自動運転 EVです。

制御ブースから遠隔制御で運転が可能な
遠隔制御型の自動運転システム車です。

2018.10/7 (日)・8 (月/祝)
11:00    17:00

実 施 会 場：シンボルプロムナード公園　夢の大橋
　　　　　　　東京都江東区青海一丁目４番

ア ク セ ス：新交通ゆりかもめ
　　　　　　　「青海駅」徒歩8分
　　　　　　　「国際展示場正門駅」徒歩8分

　　　　　　　りんかい線
　　　　　　　「東京テレポート駅」徒歩8分

主　　　　催：東京都

定　員　数：1日200名程度

併催イベント：東京モーターフェス2018

りんかい線

東京
テレポート

国際展示場 有明

国際展示場正門

青海

テレコムセンター

船の科学館

台場

新交通ゆりかもめ

シンボルプロムナード公園
〈夢の大橋〉

試乗車

各地で全国各地で国各地で各全国全国全国全全全全国全国全

実 施 会 場：シンボルプ

参加
無料

併催イベント：併催イベント：東京モーター東京モ タ フフ

一般試乗は
日本初！！

ターー

試試般試乗は
本初！！

主催

実証実験の
実績豊富！！

※10/6（土）に関係者向けプレイベントを行います。状況に応じ、当日枠として一般向けの試乗を予定しております。

Milee / マイリー
定員3名
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定員2名
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3. FAX  03-5565-4336 
下記の【申込枠】から試乗をご希望される時間枠と車種を3つまで
お選びいただき、下部FAXフォーム記入欄に必要事項をご記入
の上、上記番号あてに FAX送信してください。

●本試乗会の申し込みを通じて応募者様からご提供いただきました個人情報は、試乗会の運営に関すること以外の目的で使用することはありません。 　●当該
個人情報は、ご本人様のご了承をいただかない限り、第三者に開示することは一切ありません。ただし、東京都が事前に秘密保持契約を締結した業務委託先
等に発送に必要な情報を開示する場合があります。 　●また、法令等により開示を求められた場合、人の生命および身体または財産などの重大な利益を保護す
るために緊急を要する場合には、ご本人様にお断りすることなく情報開示することがあります。

　　 注意事項

FAXフォーム記入欄

【申込枠】 　下記よりご希望時間枠とご希望車種を3つまでお選びください。お選びいただいた中から抽選により1枠に試乗いただけます。
　　　　　　試乗時間は１回あたり約６分です。 □A＝マイリー  □B＝ミニバンタイプ  □C＝どちらでもよい
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ミニバンタイプのみ
ミニバンタイプのみ
□A   □B   □C
□A   □B   □C
ミニバンタイプのみ
ミニバンタイプのみ

申込No. 時間枠 車種
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11：00～11：30
11：30～12：00
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12：30～13：00
13：00～13：30
13：30～14：00
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15：00～15：30
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16：00～16：30
16：30～17：00

□A   □B   □C
□A   □B   □C
□A   □B   □C
□A   □B   □C
□A   □B   □C
□A   □B   □C
ミニバンタイプのみ
ミニバンタイプのみ
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申込No. 時間枠 車種

10
7
（日）

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

申込方法（下記のいずれかになります）

2018年 9/10（月）から9/21（金）まで

4. 往復はがき（9月21日消印有効）
お申込者の住所、氏名、年齢、電話番号、メールアドレス、申込人数、
ご希望の時間枠及び車種（下記【申込枠】より3つまで選択ください）、
悪天候等による中止のご連絡をご希望の方はその旨をお書きいた
だき、そのご連絡先（メールアドレスまたは電話番号）をご記入の上、
下記送付先住所へ往復はがきでお申し込みください。また返信用
はがきには、返送先住所を必ずご記入ください。返信をもって発表に
かえさせていただきます。
送付先住所：〒104-8161 東京都中央区銀座 2-16-7　
恒産第三ビル5Ｆ　株式会社 電通名鉄コミュニケーションズ内
「夢の大橋自動運転試乗会」受付係

1.WEB  http://tokyo-testdrive.com
上記URLにアクセスいただき必要事項をご入力ください。
スマートフォンをお持ちの方は右記QRコードを読み込み
アクセスしてください。

2. お電話  03-5565-4399 平日 9：00～17：00
下記の【申込枠】から試乗をご希望される時間枠と車種を3つまで
お選びいただき、上記番号あてにお電話ください。

【申込みにあたっての注意点】　◎お申込者は20歳以上の方とさせていただきます。（ご同伴者の年齢は問いませんが、チャイルドシート
のご用意はございません。あらかじめご了承ください）　◎20歳未満の方のみでご来場された場合、試乗はお断りさせていただきます。あらか
じめご了承ください。　◎試乗車のマイリーは3人乗り、ミニバンタイプは2人乗りです。◎お申込人数によって、相乗りになる場合があります。
あらかじめご了承ください。　◎試乗後、アンケートのご協力をお願いいたします。　◎お申込み者１名につき1回の申込みになります。

【申込みから試乗までの流れ】 申込み 当選通知 当日受付 アンケート抽選 試乗

※1：申込者を含めた人数です。乗車定員の関係から、マイリーは3人まで、ミニバンタイプは2人までとさせていただきます。  ※2：留守番電話の場合は、伝言録音によりご連絡完了とさせて頂きます。
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フリガナ 年齢

FAX 03-5565-4336

当日は動きやすい服装をご着用ください。機械トラブル等によりご希望の試乗枠に乗れない場合があります。あらかじめご了承くだ
さい。天候、災害等の理由により、やむを得ず中止する場合があります。中止の際は当日、本試乗会WEB上でお知らせいたします。

●受付集合時間は各時間枠の15分前になります。例）11：00～11：30　受付10：45集合　※空き枠が有る場合は当日枠としてご案内いたします。

ご当選者様のみにメール、FAX、返信はがき、お電話のいずれかの方法でご連絡いたします。
抽選結果は9/25（火）から28（金）までにご連絡いたします。申込受付期間（申込多数の場合は抽選）
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