
2021年11⽉25⽇時点

都道府県 市区町村 ステーション名 住所 ⾞名 ⾞両ナンバー

東京都 港区 麻布永坂町第１ 東京都港区麻布永坂町１３ 新型ハリアー（⿊） 品川 301 わ 8569

東京都 港区 リパーク東麻布１丁目 東京都港区東麻布１－２０－１ ヴォクシー（⿊） 品川 504 わ 165

東京都 港区 三田５丁目第１ 東京都港区三田５－１３－３ アルファード（⿊） 品川 301 わ 7928

東京都 新宿区 新宿サブナード（地下駐⾞場） 東京都新宿区歌舞伎町１－２－２ 新型ハリアー（白） 練馬 300 わ 8055

東京都 新宿区 新宿サブナード（地下駐⾞場） 東京都新宿区歌舞伎町１－２－２ ＣＸ－５（⻘） 練馬 300 わ 7716

東京都 新宿区 新宿サブナード（地下駐⾞場） 東京都新宿区歌舞伎町１－２－２ ヴォクシー（⿊） 練馬503　わ　751

東京都 新宿区 リパーク新宿若松町第４ 東京都新宿区若松町３８－２ 新型ハリアー（⿊） 練馬 300 わ 8250

東京都 新宿区 リパーク新宿河田町第７ 東京都新宿区河田町２ ヴォクシー（⿊） 練馬 503 わ 103

東京都 渋谷区 神泉町第３ 東京都渋谷区神泉町７－９ 新型ハリアー（⿊） 品川 301 わ 7791

東京都 渋谷区 神泉町第３ 東京都渋谷区神泉町７－９ ヴォクシー（⿊） 品川 301 わ 8440

東京都 渋谷区 渋谷区役所前地下駐⾞場（地下３階駐⾞場） 東京都渋谷区宇田川町１－１地下３階 新型ハリアー（灰） 品川 301 わ 7691

東京都 渋谷区 渋谷区役所前地下駐⾞場（地下３階駐⾞場） 東京都渋谷区宇田川町１－１地下３階 新型ハリアー（⿊） 品川 301 わ 8532

東京都 渋谷区 恵比寿南１丁目第１ 東京都渋谷区恵比寿南１－１８－５ 新型ハリアー（⿊） 品川 301 わ 7913

東京都 渋谷区 リパーク笹塚３丁目 東京都渋谷区笹塚３－２４ ハリアー（赤） 品川 301 わ 5435

東京都 渋谷区 セルリアンタワー（地下３階駐⾞場） 東京都渋谷区桜丘町２６－１セルリアンタワー地下３階 ＣＸ－５（⿊） 品川 301 わ 7711

都道府県 市区町村 ステーション名 住所 ⾞名 ⾞両ナンバー

東京都 台東区 リパーク⻯泉１丁目第２ 東京都台東区⻯泉１－１０－９ ハリアー（⿊） ⾜⽴ 300 わ 8662

東京都 江東区 東砂２丁目第１ 東京都江東区東砂２－１３－２７ ＣＸ－５（⻘） 江東 300 わ 28

東京都 江東区 ららぽーと豊洲（本館５階駐⾞場） 東京都江東区豊洲２－４－９ ハリアー（白） ⾜⽴ 300 わ 8257

東京都 江東区 ららぽーと豊洲（地下１階駐⾞場） 東京都江東区豊洲２－４－９ ヴォクシー（⿊） 江東 300 わ 282

東京都 江東区 リパーク北砂４丁目第２ 東京都江東区北砂４－２－５ ＣＸ－５（⻘） 江東 300 わ 67

東京都 江⼾川区 リパーク葛⻄駅前 東京都江⼾川区中葛⻄５－４１ ハリアー（⿊） ⾜⽴ 300 わ 7969

都道府県 市区町村 ステーション名 住所 ⾞名 ⾞両ナンバー

東京都 品川区 リパーク東五反田２丁目第５ 東京都品川区東五反田２丁目１２－１ 新型ハリアー（⿊） 品川 301 わ 8446

東京都 品川区 リパーク東五反田２丁目第５ 東京都品川区東五反田２－１２－１ ヴォクシー（⿊） 品川 503 わ 9455

東京都 品川区 ＪＲ東急目⿊ビル（２階、３階駐⾞場） 東京都品川区上大崎３－１－１ ハリアー（赤） 品川 301 わ 5489

東京都 大田区 上池台３丁目第１ 東京都大田区上池台３－１３ ハリアー（赤） 品川 301 わ 5125

東京都 大田区 リパーク大田北千束１丁目 東京都大田区北千束１－１９－１ ＣＸ－５（灰） 品川 301 わ 7916

東京都 世田谷区 世田谷１丁目第１ 東京都世田谷区世田谷１－１１ ＣＸ－５（⻘） 世田谷 300 わ 1 503

東京都 世田谷区 桜丘５丁目第１ 東京都世田谷区桜丘５－３７ ヴォクシー（⿊） 世田谷 500 わ 2160

東京都 世田谷区 リパーク経堂１丁目第７ 東京都世田谷区経堂１－１８－１ ＣＸ－５（⿊） 世田谷 300 わ 1477

東京都 世田谷区 リパーク駒沢２丁目第６ 東京都世田谷区駒沢２－３－１４ ヴォクシー（⿊） 世田谷 500 わ 2154

東京都 目⿊区 中目⿊３丁目第１ 東京都目⿊区中目⿊３－２－１７ ハリアー（赤） 品川 301 わ 5520

東京都 目⿊区 リパーク中目⿊１丁目第３ 東京都目⿊区中目⿊１－１－４２ ヴォクシー（⿊） 品川 301 わ 8371

東京都 目⿊区 リパーク自由が丘１丁目第２ 東京都目⿊区自由が丘１－２４－２２ ＣＸ－５（⿊） 品川 301 わ 6869

都道府県 市区町村 ステーション名 住所 ⾞名 ⾞両ナンバー

東京都 中野区 リパーク中野中央２丁目第４ 東京都中野区中央２－３７－６ ＣＸ－５（⻘） 練馬 300 わ 7733

東京都 杉並区 リパーク高円寺南２丁目第２ 東京都杉並区高円寺南２－５４－２ ヴォクシー（⿊） 杉並 300 わ 624

都道府県 市区町村 ステーション名 住所 ⾞名 ⾞両ナンバー

東京都 板橋区 リパーク下板橋駅前 東京都板橋区板橋１－４－６ ヴォクシー（⿊） 練馬 502 わ 6717

東京都 豊島区 リパーク高松２丁目第３ 東京都豊島区高松２－２１－１２ 新型ハリアー（⿊） 練馬 300 わ 8217

東京都 練馬区 リパーク石神井町７丁目第３ 東京都練馬区石神井町７－３－２０ ヴォクシー（⿊） 練馬 300 わ 8282

■東京都　北部
板橋区/豊島区/練馬区

カレコ・カーシェアリングクラブ　冬⽤タイヤ装着予定⾞両

■東京都　都心部
港区/新宿区/渋谷区

■東京都　東部
台東区/江東区/江⼾川区

■東京都　南部
品川区/⼤⽥区/世⽥谷区/目⿊区

■東京都　⻄部
杉並区/中野区
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都道府県 市区町村 ステーション名 住所 ⾞名 ⾞両ナンバー

東京都 武蔵野市 リパーク吉祥寺本町１丁目第６ 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－２０－１６ 新型ハリアー（⿊） 多摩 300 わ 6644

東京都 武蔵野市 リパーク吉祥寺南町１丁目第２ 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１３－４ ハリアー（⿊） 多摩 300 わ 6154

東京都 調布市 リパーク調布仙川町１丁目第３ 東京都調布市仙川町１－５３－５ ヴォクシー（白） 多摩 502 わ 2507

東京都 東久留⽶市 リパーク東久留⽶駅前第２ 東京都東久留⽶市本町１－４ ＣＸ－５（灰） 多摩 300 わ 6634

都道府県 市区町村 ステーション名 住所 ⾞名 ⾞両ナンバー

神奈川県 横浜市神奈川区 リパーク⾦港町 神奈川県横浜市神奈川区⾦港町５－１６ ヴォクシー（⿊） 横浜 502 わ 8685

神奈川県 横浜市神奈川区 リパーク⾦港町 神奈川県横浜市神奈川区⾦港町５－１６ ハリアー（⿊） 横浜 301 わ 870

神奈川県 横浜市神奈川区 リパーク横浜三ツ沢上町 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町８－１４ ＣＸ－５（⻘） 横浜 301 わ 2392

神奈川県 横浜市⻄区 リパーク横浜平沼１丁目 神奈川県横浜市⻄区平沼１－２２－１１ ヴォクシー（⿊） 横浜 502 わ 8573

神奈川県 川崎市幸区 新川崎三井ビルディング駐⾞場（地下駐⾞場） 神奈川県川崎市幸区⿅島田１－１－２ ヴォクシー（⿊） 川崎 501 わ 984

神奈川県 川崎市幸区 新川崎三井ビルディング駐⾞場（地下駐⾞場） 神奈川県川崎市幸区⿅島田１－１－２ ＣＸ－５（⻘） 川崎 300 わ 3113

神奈川県 川崎市幸区 リパーク川崎小倉１丁目 神奈川県川崎市幸区小倉１－７－４ ヴォクシー（⿊） 川崎 500 わ 9878

神奈川県 川崎市高津区 リパーク溝の口第３ 神奈川県川崎市高津区溝口３－１１－８８ ヴォクシー（⿊） 川崎 500 わ 9944

神奈川県 川崎市中原区 リパーク川崎木⽉２丁目第２ 神奈川県川崎市中原区木⽉２－１９－３ ＣＸ－５（⻘） 川崎 300 わ 2413

都道府県 市区町村 ステーション名 住所 ⾞名 ⾞両ナンバー

埼玉県 さいたま市南区 リパーク武蔵浦和駅前第３ 埼玉県さいたま市南区別所６－８－２５ ハリアー（白） 練馬 300 わ 6983

埼玉県 さいたま市南区 リパーク武蔵浦和駅前第２ 埼玉県さいたま市南区別所７－８－７ ハリアー（白） 大宮 300 わ 5724

埼玉県 和光市 リパーク和光市駅南口 埼玉県和光市丸山台１－３ ヴォクシー（⿊） 所沢 500 わ 7634

都道府県 市区町村 ステーション名 住所 ⾞名 ⾞両ナンバー

千葉県 市川市 リパーク南⾏徳駅前 千葉県市川市南⾏徳１－１６－３ 新型ハリアー（灰） 市川 300 わ 55

千葉県 市川市 リパーク南⾏徳駅前 千葉県市川市南⾏徳１－１６－３ ハリアー（⿊） 市川 300 わ 3

千葉県 千葉市美浜区 リパーク幕張ベイタウン第２ 千葉県千葉市美浜区打瀬１－１－１ ＣＸ－５（⻘） 千葉 300 わ 4836

千葉県 船橋市 リパーク船橋本町第１７ 千葉県船橋市本町２－１０－６ ハリアー（⿊） 習志野 300 わ 2847

都道府県 市区町村 ステーション名 住所 ⾞名 ⾞両ナンバー

宮城県 仙台市⻘葉区 リパーク仙台セントラル第１ 宮城県仙台市⻘葉区中央４－２－６ レヴォーグ（灰） 仙台 300 わ 5547

宮城県 仙台市⻘葉区 リパーク仙台一番町１丁目 宮城県仙台市⻘葉区一番町１－５－２ ＣＸ－５（灰） 仙台 300 わ 5556

宮城県 仙台市⻘葉区 リパーク仙台五橋 宮城県仙台市⻘葉区五橋１－２－２８ ロードスター（白） 仙台 300 わ 5555

宮城県 仙台市⻘葉区 リパーク仙台五橋 宮城県仙台市⻘葉区五橋１－２－２８ ヴォクシー（⿊） 仙台 300 わ 5603

宮城県 仙台市⻘葉区 リパーク仙台一番町２丁目 宮城県仙台市⻘葉区一番町２－３－２０ ライズ（赤） 仙台 501 わ 8116

宮城県 仙台市⻘葉区 リパーク仙台朝市前 宮城県仙台市⻘葉区中央４－４－３１ ノート　ｅ－ＰＯＷＥＲ（白） 仙台 501 わ 8135

宮城県 仙台市⻘葉区 リパーク仙台五橋２丁目第４ 宮城県仙台市⻘葉区五橋２－６－７ 新型ハリアー（⿊） 仙台 300 わ 5566

宮城県 仙台市宮城野区 リパーク仙台二十人町第５ 宮城県仙台市宮城野区二十人町３０６ 新型ハリアー（白） 仙台 300 わ 5567

宮城県 仙台市宮城野区 リパーク仙台榴ケ岡 宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡１０２ 新型ハリアー（白） 仙台 300 わ 5539

宮城県 仙台市宮城野区 リパーク仙台榴岡４丁目第３ 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－１１－３ 新型ハリアー（白） 仙台 300 わ 5538

宮城県 仙台市宮城野区 リパーク仙台鉄砲町 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中３－１０ フォレスター　Ａｄｖａｎｃｅ（⿊）仙台 300 わ 5546

宮城県 仙台市宮城野区 リパーク仙台宮城野ビル 宮城県仙台市宮城野区榴岡３－７－３２ シエンタ（⿊） 仙台 501 わ 8122

宮城県 仙台市宮城野区 リパーク仙台宮城野ビル 宮城県仙台市宮城野区榴岡３－７－３２ ＣＸ－５（⻘） 仙台 300 わ 5558

宮城県 仙台市宮城野区 リパーク仙台駅東口第５ 宮城県仙台市宮城野区名掛丁２０２－２ ステップワゴン　スパーダ（灰） 仙台 300 わ 5564

宮城県 仙台市宮城野区 リパーク仙台駅東口第５ 宮城県仙台市宮城野区名掛丁２０２－２ ヤリス（⻘） 仙台 501 わ 8121

宮城県 仙台市宮城野区 リパーク仙台榴岡３丁目 宮城県仙台市宮城野区榴岡３－５－２５ ヤリス（⻘） 仙台 501 わ 8120

宮城県 仙台市宮城野区 リパーク仙台小田原広丁 宮城県仙台市宮城野区小田原弓ノ町１００－８ ヤリス（⿊） 仙台 501 わ 8118

宮城県 仙台市宮城野区 リパーク仙台東九番丁第２ 宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡１０２－５ ルーミー（赤） 仙台 501 わ 8115

宮城県 仙台市宮城野区 リパーク仙台鉄砲町第２ 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中２ ライズ（赤） 仙台 501 わ 8117

宮城県 仙台市宮城野区 リパーク仙台二十人町 宮城県仙台市宮城野区二十人町３０９－２１ ヤリスクロス（⾦） 仙台 300 わ 5541

宮城県 仙台市宮城野区 リパーク仙台榴岡４丁目第５ 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－１３－３２ ヤリスクロス（⾦） 仙台 300 わ 5540

宮城県 仙台市宮城野区 リパーク仙台東九番丁 宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡１０１－１２ アルファード（⿊） 仙台 300 わ 5543

宮城県 仙台市若林区 リパーク仙台新寺３丁目 宮城県仙台市若林区新寺３ー１ー２０ ヤリス（⿊） 仙台 501 わ 8119

宮城県 仙台市若林区 リパーク仙台新寺３丁目 宮城県仙台市若林区新寺３ー１ー２０ ＣＸ５（⻘） 仙台 300 わ 5557

■東京都　その他市部
武蔵野市/調布市/東久留⽶市

■神奈川県
横浜市/川崎市

■埼玉県
さいたま市/和光市

■千葉県
市川市/千葉市美浜区/船橋市

■宮城県
仙台市
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・本リストは2021年11⽉25⽇時点の情報です。
・冬⽤タイヤ装着予定⾞両に変更がある場合は、ホームページでお知らせいたします。
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