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株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｔ ド コモ  

 

 

「ｄカーシェア」のサービスを拡充 
～「TOYOTA SHARE」を追加、ドコモショップにカーシェア車両を配備～ 

 

株式会社ＮＴＴドコモ（以下、ドコモ）は、「d カーシェア®」で提供する「カーシェア」に、トヨタ販売店や      

トヨタレンタリース店によるカーシェアリングサービス「TOYOTA SHARE」を、2020 年 10 月 30 日（金）から追加

します。 

 

「dカーシェア」で提供する「カーシェア」は、カーシェアリング事業者が提供する車を、用途や場所、利用日に

あわせてお好きな車を選んでご利用いただけるサービスです。従来の「オリックスカーシェア」         

「カレコ・カーシェアリングクラブ」「カリテコ」に「TOYOTA SHARE」が加わることで、合計４事業者のカーシェア

サービスが「d カーシェア」でご利用可能となります。 

今回の追加に伴い、2020 年 10 月 30 日(金)から「TOYOTA SHARE ご利用で d ポイント最大 1,000      

ポイント（期間・用途限定）プレゼントキャンペーン」を実施いたします。 

 

また、シェアリングエコノミーの更なる普及を目的として、今まで「dカーシェア」をご利用いただいたことのない

お客さまにもカーシェアを知っていただきご利用いただけるよう、全国ドコモショップの一部店舗にカーシェアの

車両を配備いたします。 

 

ドコモは、今後もさまざまなパートナーと提携し、人とクルマの新しいコミュニケーションを創ってまいります。 

 

その他、詳細については別紙のとおりです 。 
 

 

 

＊「d カーシェア」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。 
 

 

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先 

ＮＴＴドコモ 広報部 黒田・田中 

03-5156-1366 

お知らせ 



「TOYOTA SHARE」の概要 

1.サービス概要 

全国 40 都道府県（2020 年 9 月 30 日現在）に幅広く展開するトヨタのカーシェアサービスです。 

d カーシェアでのご利用については d カーシェアサイト公式ホームページでご確認ください。 

https://carshare.dmkt-sp.jp/carsharing/index.html 

 

2.TOYOTA SHARE d カーシェア専用プラン利用料金（税込） 

単位：円 

プラン名 d カーシェア（Casual） 

車種 コンパクト スタンダード ミドル ラグジュアリ 

月額料金 0 

利用 

料金 

通常料金 15 分単位 165 220 275 385 

パック料金 

 

6 時間 3,390 3,390 3,390 7,070 

12 時間 4,700 4,870 5,120 8,320 

24 時間 6,070 6,530 6,950 10,220 

距離料金/㎞ 

6 時間超のご利用の場合 

12 13 15 18 

単位：円 

プラン名 d カーシェア（Basic） 

車種 コンパクト スタンダード ミドル ラグジュアリ 

月額料金 0 

利用 

料金 

通常料金 15 分単位 220 275 330 440 

パック料金 

 

6 時間 4,180 4,180 4,180 7,500 

12 時間 5,830 6,400 6,930 8,820 

24 時間 7,480 8,050 8,580 10,800 

距離料金/㎞ 

6 時間超のご利用の場合 

12 13 15 18 

※ TOYOTA SHARE には、お得な料金体系の「Casual」、現行モデルの新しい車両の「Basic」2 つの品質クラスがあります。 

※ 初期費用、月額利用料、ガソリン代は不要で、利用時間に応じて料金がかかります。料金は走行距離に応じて計算されます。 

※ 6 時間を超えるご利用の場合、全利用時間の走行距離に対して距離料金がかかります。 

※ 利用料金には、対人対物補償等の保険料が含まれます。 

※TOYOTA SHARE 公式ホームページ：https://mobility.toyota.jp/toyotashare/ 
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「TOYOTA SHARE ご利用で、 

d ポイント最大 1,000 ポイントプレゼントキャンペーン」の概要 

 

1. 期間 

2020 年 10 月 30 日(金)～11 月 30 日(月)23:59 返却分まで 

 

2. 対象者 

対象期間中に、「d カーシェア」より「TOYOTA SHARE」をご利用いただいたお客さますべて 

 

3. 景品 

対象期間中のご利用回数に応じて、d ポイント（期間・用途限定）をプレゼントいたします。 

1 回：100 ポイント 

2 回：500 ポイント 

3 回以上：1,000 ポイント 

 

4.キャンペーンサイト 

https://carshare.dmkt-sp.jp/campaign/cmp035_toyotashare.html 
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「ドコモショップにカーシェア車両を配備」の概要 

 

1. 提供開始時期 

2020 年 10 月 30 日(金)～順次 

※サービス提供開始時期は、店舗により異なります。 

 

2. 対象店舗および提供サービス 

店舗名 都道 

府県 

住所 提供サービス 

ドコモショップ旭川末広店 北海道 旭川市末広東一条一丁目 1-1                                              トヨタシェア 

ドコモショップ西町店 札幌市西区西町南 1-2-1 

千代田発寒橋ビル                                           

ドコモショップ札幌八軒店 札幌市西区八軒六条西六丁目

1-10                                                   

ドコモショップ南平岸店 札幌市豊平区平岸三条 12-1-

23   

ドコモショップ帯広競馬場通店 帯広市西 10 条南 10 丁目 2                               

ドコモショップ美原店 函館市美原 3-8-8                                 

ドコモショップ旭川環状通東光店 旭川市東光十三条 6-3-17 

ドコモショップ郡山東店 福島県 郡山市安積町日出山 2-50                                  

ドコモショップ郡山うねめ通り店 郡山市並木 3-2-15                                

ドコモショップみらい平駅前店 茨城県 つくばみらい市陽光台 1-7-2 

STATION TOWER TOYOSHIMA                       

ドコモショップ宇都宮平出店 栃木県 宇都宮市平出工業団地 48-7 ド

コモ宇都宮平出ビル                                         

ドコモショップ自治医大店 下野市祇園 1-15-2                                                   

ドコモショップ栃木店 栃木市本町 1-37                                                   

ドコモショップ戸田公園店 埼玉県 戸田市下前 1-11-21 オリックス 

カーシェア d school 府中 R20 店 東京都 府中市緑町 1-10-1 

d garden 平塚店 神奈川県 平塚市明石町 2-8 

ドコモショップ浦安店 千葉県 浦安市北栄 4-21-2                                                   トヨタシェア 

ドコモショップ稲毛店 千葉市稲毛区小仲台 6-8-2                                                   

ドコモショップ高岡野村店 富山県 高岡市野村 1319-2                                                   

ドコモショップ松本店 長野県 松本市高宮中 3-7                                                                                           

ドコモショップ上田店 上田市中央 4-8-22                                                   

ドコモショップ富士宮店 静岡県 富士宮市前田町 1                                                   
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ドコモショップ豊田山之手店 愛知県 豊田市山之手 8-186                                                   

ドコモショップ四条外大前店 京都府 京都市右京区西院東貝川町 2                                                   

ドコモショップ西大路駅前店 京都市南区吉祥院清水町 3                                                   

ドコモショップ加古川店 兵庫県 加古川市加古川町寺家町 653                                                   

ドコモショップ姫路西店 姫路市車崎 3-2-2                                                   

ドコモショップ前原店 福岡県 糸島市前原西 4-1-35 

ドコモショップ時津店 長崎県 西彼杵郡時津町野田郷 28-4                                                   

ドコモショップ長与店 西彼杵郡長与町嬉里郷 42-1                                                   

ドコモショップ大村中央店 大村市西本町 479-12                                                   

ドコモショップ滑石店 長崎市滑石 2-1-38                                                   

ドコモショップ平成大通店 熊本県 熊本市中央区本荘町 750-2                                                   

ドコモショップ熊本小峯店 熊本市東区月出 5-2-25                                                   

ドコモショップ健軍店 熊本市東区若葉 1-2-1                                                   

ドコモショップ東バイパス店 熊本市東区保田窪 3-6-31                                                   

ドコモショップ下郡店 大分県 大分市下郡北 1-134 

ドコモショップ明野店 大分市大字小池原 1538-1 

ドコモショップへつぎ店 大分市中戸次 6126-1 

ドコモショップ大分中島店 大分市中島西 3-8-16 

ドコモショップ経塚店 沖縄県 浦添市経塚 482                                                   

ドコモショップ真嘉比店 那覇市真嘉比 3-19-30                                                   

ドコモショップモバイルタウン小禄店 那覇市赤嶺 1-1-1 ラ・ウニオン

ビル                                           

ドコモショップ名護びいまた店 名護市字為又 878-2                                                   

※2020 年 10 月 30 日現在実施予定店舗。サービス提供開始時期は、店舗により異なります。 

※対象ドコモショップは変更となる可能性がございます。 

 

 


