
この度、カーシェアリング・ジャパン株式会社は、2014年4月1日より利用料金を値下げし、新プランを導入いたします。

新プランにご理解いただきますとともに、カレコ・カーシェアリングクラブをますますご愛顧、ご利用賜りますよう、お願い申し上げます。

　新料金プラン導入に伴う自動移行について

　新料金プラン導入に伴い、4月以降は自動的に以下の新プランが設定されます。

＜個人会員＞

3月旧プラン バリュープラン ライトプラン 平日プラン 学生プラン 年会費プラン バリュー１５０ バリュー８０

4月新プラン 平日プラン
ベーシックプラン

（学生割引）

ベーシックプラン

（年間契約割引）
プレミアム１５０ プレミアム８０

＜法人会員＞

3月旧プラン

4月新プラン

　自動移行以外の新料金プランをご希望の場合

　自動移行されるプラン以外をご希望の場合は、以下に従ってプラン変更を行ってください。

＜個人会員＞

　パソコン、もしくはスマートフォンで会員ページにログインしてください。

　フィーチャーフォン専用ページからはプラン変更ができませんので、ご注意ください。

　１）「プラン変更」をクリックすると、「カレコ・カーシェアリングクラブまでご連絡ください。」と表示される方

　　　お電話で手続き方法をご案内します。記載の番号にご連絡ください。

　　　4月からのプラン変更をご希望の方は、3/20までにお電話ください。

　２）会員ページからプラン変更ができる方

手続き方法

ホームページで「バリュープラン」を選択してください。

ホームページで「平日プラン」を選択してください。

ホームページで「バリュー８０プラン」を選択してください。

ホームページで「バリュー１５０プラン」を選択してください。

　プレミアムプランについて

プレミアムプランは日頃多くご利用いただいている会員様にご案内する特別なプランです。

有効期間は1年で、プレミアムプラン以外のプランへ変更した場合は、当社からのご案内が無い限り当プランへの再変更はできません。

※ただし、3月末までの新料金移行期間中はどなたでも変更をすることができます。

お電話での手続きとなります。

0120-841-960にご連絡ください。

※4月からのプラン変更をご希望の方は、3/20までにお電話ください。

　尚、割引期間中は選択した「ベーシックプラン」「平日プラン」のいずれかに固定され、

　変更することはできません。

旧プランから新プランへの自動移行およびプラン変更方法について

プレミアム８０プラン

プレミアム１５０プラン

ベーシックプラン（学生割引）

ベーシックプラン（年間契約割引）

平日プラン（学生割引）

平日プラン（年間契約割引）

ベーシックプラン

平日プラン

4月のご希望プラン

法人ベーシックプラン

▼

法人基本プラン

ベーシックプラン

▼



*消費税８％を含む料金を表示しています。 2014年4月改定

入会金・月会費・無料利用分（ベーシックプラン・平日プラン共通）

・入会金 ¥1,500

・月会費 ¥980 ＊利用開始初月は無料です。2ヶ月目から発生します。

・無料利用分 ▲\980 ＊月会費と同額分の無料利用ができます。自動的に利用料金から割引します。2ヶ月目から発生します。

料金プラン詳細

いつでもお得な「ベーシックプラン」、平日が特にお得な「平日プラン」の2種類をご用意しております。

プランは毎月変更可能です（別途、所定の手続きが必要）。尚、1回のご予約は最短30分から最長72時間までとなります。

１）ベーシックプラン　利用料金

1時間　780円～、24時間6,800円～利用できます。短時間はもちろん、長時間の利用もお得です。

距離料金

車種 10分
3時間

パック

6時間

パック

12時間

パック

24時間

パック

夜間パック

（20時～8時）
1㎞毎

コンパクト ¥130 ¥5,300 ¥6,800 ¥15

ミドル ¥150 ¥6,300 ¥7,800 ¥17

エコ ¥160 ¥6,800 ¥8,300 ¥10

２）平日プラン　利用料金

平日の時間料金がお得なプランです。予約開始時刻の曜日により「平日」「土日祝日」のいずれかの時間料金が適用されます。

距離料金

車種 10分
3時間

パック

6時間

パック

12時間

パック

24時間

パック

夜間パック

（20時～8時）
1㎞毎

コンパクト ¥80 ¥4,500 ¥7,800 ¥15

ミドル ¥100 ¥5,000 ¥9,300 ¥17

エコ ¥110 ¥5,500 ¥9,800 ¥10

距離料金

車種 10分
3時間

パック

6時間

パック

12時間

パック

24時間

パック

夜間パック

（20時～8時）
1㎞毎

コンパクト ¥160 ¥9,000 ¥12,000 ¥15

ミドル ¥200 ¥10,000 ¥13,000 ¥17

エコ ¥220 ¥11,000 ¥14,000 ¥10

＊土日祝は「土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律第3条に定める休日（国民の祝日・振替休日・国民の休日）」とします。

　平日は上記の土日祝を除く日とします。予約開始時刻が含まれる日を基準に、「平日」「土日祝」いずれかの時間料金を適用します。

割引制度、輸入車・電気自動車利用料金

割引制度

・年間契約割引

年間契約（年会費4,800円）いただくことで、月会費が無料になる割引制度です。契約は1年ごとに自動更新されます。

月会費および年会費相当の無料利用分はありません。また、割引期間中のプラン変更はできません。

・学生割引

入会金および利用開始月から4年間の月会費が無料となる割引制度です。学生証などの証明書類のご提示が必要です。

月会費相当の無料利用分はありません。また、割引期間中のプラン変更はできません。

輸入車・電気自動車クラス利用料金（全プラン共通）　

輸入車、電気自動車は以下の料金でご利用になれます。全プラン共通です。

距離料金

車種 10分
3時間

パック

6時間

パック

12時間

パック

24時間

パック

夜間パック

（20時～8時）
1㎞毎

輸入車 ¥300 ¥4,500 ¥8,500 ¥10,000 ¥12,500 ¥5,000 ¥15

電気自動車 ¥130 ¥2,000 ¥3,800 ¥5,000 ¥6,500 ¥2,500 ¥7

＋

¥1,400 ¥2,800 ¥2,500 ＋

¥2,800 ¥5,600 ¥5,000 ＋

＜平日＞　個人平日プラン　時間料金

＜土日祝日＞　個人平日プラン　時間料金

輸入車・電気自動車　時間料金

■カレコ・カーシェアリングクラブ　＜ベーシックプラン/平日プラン＞　料金表■

¥2,000 ¥3,800 ¥2,500 ＋

個人ベーシックプラン　時間料金



2014年4月改定

お支払い金額

固定料金（月会費、年会費）＋利用料金（時間料金＋距離料金） *毎月の料金は翌月初にクレジットカード会社経由でご請求

・年間契約割引について

－初年度 年間契約割引制度の年会費は、利用開始月の翌月初にご請求します。

－自動更新 1年経過ごとに自動更新となります。自動継続開始月の翌月初に更新分の年会費をご請求します。

－解約 自動更新せずに契約を解除をする場合は、契約最終月の20日までに所定のお手続きが必要となります。

途中解約による年会費の返還はございませんのでご注意ください。

・学生割引について

利用開始から4年間、学生割引制度を適用します。卒業などで学生で無くなった場合も、4年間の適用となります。

一会員につき一度のみの適用となります。4年を越える期間の延長や再適用はできません。

適用期間終了後、休会・退会のお申し出がない場合、自動的に加入されているプランが適用されます。

無料利用分・繰越

ベーシックプラン、平日プランには、月会費と同額分の「無料利用分」が含まれています。

無料利用分は、利用料金に充当することが可能です。ベーシックプラン、平日プランの無料利用分は翌月に繰越できません。

パックについて

ご予約の時間に合わせて、最も安くなるおトクなパックが自動適用されます。距離料金は別途必要となります。

なお、パック適用時間を越えた分については、別途その時間数の時間料金、またはパック料金が適用されます。

－ ３時間パック：最大3時間まで利用可能 － 6時間パック：最大6時間まで利用可能

－12時間パック：最大12時間まで利用可能 －24時間パック：最大24時間まで利用可能

－  夜間パック  ：２０時～翌朝８時まで最大12時間利用可能

休会費について

休会費 \1,000/最長2年 *会員規約第19条第4項に定める休会をされた場合

休会期間は2年とし、休会を希望する前月の20日までに所定のお手続きが必要となります。

登録運転者について

ご家族の方（同居・同姓に限る）３名までは、登録料金・月会費を無料で追加可能です。　※４名以上は、初回登録料（\500-/人）が必要

ただし、学生割引が適用されている場合、ご本人以外の登録運転者を追加することはできません。

ICカードについて

登録手数料 無料 *ご自身所有のICカードを利用する場合（会員規約第9条第2項に定める登録運転者用ICカードとして利用する場合）

発行手数料 \1,000/枚 *当社にてICカード発行する場合

その他費用について

会員からの依頼、もしくは会員および登録運転者の責に帰すべき事由により、当社や他の会員に何らかの損害を与えた場合、

下記の金額をその他費用として申し受けます。マナー・ルールを守って、気持ちよくお使いください。

なお、その他費用は当社の損害賠償請求を妨げるものではありません。

・超過料金 通常時間料金の2倍 *貸渡約款　第25条2項

事前の延長手続きがない場合は、超過料金として通常料金の2倍の時間料金となります。

後に予約があることにより、延長ができない場合も同様です。

・駐車違反違約金 ¥25,000 *貸渡約款　第19条4項（2）

・緊急対応費

－当社スタッフの緊急出動を要した場合 \5,000/回

　　　例） 遺留品の確認・回収、車両の移動・停め直し、著しい車両の汚れ・臭気による清掃、ライト・ルームランプの消灯忘れの対応

その他　会員の責に帰すべき事由による緊急出動

－会員の責に帰すべき事由により部品等の交換や修理が必要となった場合

例） バッテリー交換 \10,000/個（交換費用含む）

その他の部品 部品代及び修理代金の実費相当額

・営業補償（NOC ： ノン・オペレーションチャージ）*貸渡約款　第34条2項

事故、盗難、会員または登録運転者の責に帰すべき事由による故障、シェアカーの汚損・臭気等により、

当社がそのシェアカーを利用できないことによる損害について、営業補償として以下の補償金を申し受けます。

－返却予定のステーションに自走にて返却した場合 ¥20,000

－返却予定のステーションに自走にて返却できなかった場合 ¥50,000

■カレコ・カーシェアリングクラブ　＜ベーシックプラン/平日プラン＞　料金備考■



*消費税８％を含む料金を表示しています。 2014年4月改定

入会金

・入会金 ¥1,500 （3月末までの移行期間に新規入会された方のみ。既に会員の方は発生しません。）

料金プラン詳細

１）プレミアム１５０　利用料金

・月会費 ¥15,000 ＊利用開始初月は無料です。2ヶ月目から発生します。

・無料利用分 ▲\15,000 ＊月会費と同額分の無料利用ができます。自動的に利用料金から割引します。2ヶ月目から発生します。

   未消化の無料利用分を翌月まで繰り越して使うことが可能です。

距離料金

車種 10分
3時間

パック

6時間

パック

12時間

パック

24時間

パック

夜間パック

（20時～8時）
1㎞毎

コンパクト ¥15

ミドル ¥17

エコ ¥10

２）プレミアム８０　利用料金

・月会費 ¥8,000 ＊利用開始初月は無料です。2ヶ月目から発生します。

・無料利用分 ▲\8,000 ＊月会費と同額分の無料利用ができます。自動的に利用料金から割引します。2ヶ月目から発生します。

   未消化の無料利用分を翌月まで繰り越して使うことが可能です。

距離料金

車種 10分
3時間

パック

6時間

パック

12時間

パック

24時間

パック

夜間パック

（20時～8時）
1㎞毎

コンパクト ¥15

ミドル ¥17

エコ ¥10

輸入車・電気自動車利用料金

輸入車・電気自動車　利用料金（全プラン共通）　

輸入車、電気自動車は以下の料金でご利用になれます。全プラン共通です。

距離料金

車種 10分
3時間

パック

6時間

パック

12時間

パック

24時間

パック

夜間パック

（20時～8時）
1㎞毎

輸入車 ¥300 ¥4,500 ¥8,500 ¥10,000 ¥12,500 ¥5,000 ¥15

電気自動車 ¥130 ¥2,000 ¥3,800 ¥5,000 ¥6,500 ¥2,500 ¥7

■カレコ・カーシェアリングクラブ　＜プレミアム１５０/プレミアム８０＞　料金表■

個人プレミアム１５０　時間料金

¥1,600 ¥3,200 ¥2,000 ＋¥100 ¥4,400 ¥5,600

¥4,800 ¥6,200

プレミアムプランは日頃多くご利用いただいている会員様にご案内する特別なプランです。

有効期間は1年で、プレミアムプラン以外のプランへ変更した場合は、当社からのご案内が無い限り当プランへの再変更はできま

せん。

¥2,000

＋

個人プレミアム８０　時間料金

輸入車・電気自動車　時間料金

＋¥120 ¥1,800 ¥3,600



2014年4月改定

お支払い金額

固定料金（月会費、年会費）＋利用料金（時間料金＋距離料金） *毎月の料金は翌月初にクレジットカード会社経由でご請求

無料利用分・繰越

プレミアム１５０、プレミアム８０には、月会費と同額分の「無料利用分」が含まれています。無料利用分は、利用料金に充当することが可能です。

プレミアム１５０、プレミアム８０に限り、未消化の無料利用分を翌月まで繰り越して使うことが可能です。

尚、繰り越し分がありかつ料金プランも変更した場合、変更された料金プランの時間料金にて消化されますのでご注意ください。

パックについて

ご予約の時間に合わせて、最も安くなるおトクなパックが自動適用されます。距離料金は別途必要となります。

なお、パック適用時間を越えた分については、別途その時間数の時間料金、またはパック料金が適用されます。

－ ３時間パック：最大3時間まで利用可能 － 6時間パック：最大6時間まで利用可能

－12時間パック：最大12時間まで利用可能 －24時間パック：最大24時間まで利用可能

－  夜間パック  ：２０時～翌朝８時まで最大12時間利用可能

休会費について

休会費 \1,000/最長2年 *会員規約第19条第4項に定める休会をされた場合

休会期間は2年とし、休会を希望する前月の20日までに所定のお手続きが必要となります。

登録運転者について

ご家族の方（同居・同姓に限る）３名までは、登録料金・月会費を無料で追加可能です。　※４名以上は、初回登録料（\500-/人）が必要

ICカードについて

登録手数料 無料 *ご自身所有のICカードを利用する場合（会員規約第9条第2項に定める登録運転者用ICカードとして利用する場合）

発行手数料 \1,000/枚 *当社にてICカード発行する場合

その他費用について

会員からの依頼、もしくは会員および登録運転者の責に帰すべき事由により、当社や他の会員に何らかの損害を与えた場合、

下記の金額をその他費用として申し受けます。マナー・ルールを守って、気持ちよくお使いください。

なお、その他費用は当社の損害賠償請求を妨げるものではありません。

・超過料金 通常時間料金の2倍 *貸渡約款　第25条2項

事前の延長手続きがない場合は、超過料金として通常料金の2倍の時間料金となります。

後に予約があることにより、延長ができない場合も同様です。

・駐車違反違約金 ¥25,000 *貸渡約款　第19条4項（2）

・緊急対応費

－当社スタッフの緊急出動を要した場合 \5,000/回

　　　例） 遺留品の確認・回収、車両の移動・停め直し、著しい車両の汚れ・臭気による清掃、ライト・ルームランプの消灯忘れの対応

その他　会員の責に帰すべき事由による緊急出動

－会員の責に帰すべき事由により部品等の交換や修理が必要となった場合

例） バッテリー交換 \10,000/個（交換費用含む）

その他の部品 部品代及び修理代金の実費相当額

・営業補償（NOC ： ノン・オペレーションチャージ）*貸渡約款　第34条2項

事故、盗難、会員または登録運転者の責に帰すべき事由による故障、シェアカーの汚損・臭気等により、

当社がそのシェアカーを利用できないことによる損害について、営業補償として以下の補償金を申し受けます。

－返却予定のステーションに自走にて返却した場合 ¥20,000

－返却予定のステーションに自走にて返却できなかった場合 ¥50,000

■カレコ・カーシェアリングクラブ　＜プレミアム１５０/プレミアム８０＞　料金備考■



■　料金表－法人プラン　■　三井物産グループのカーシェアリング　カレコ・カーシェアリングクラブ

◎プラン別　料金一覧 *消費税8％を含む料金を表示しています。

距離料金

10分料金 6時間パック 12時間パック 24時間パック 夜間パック 1㎞毎

¥130 ¥5,300 ¥6,800 ¥15

¥150 ¥6,300 ¥7,800 ¥17

¥160 ¥6,800 ¥8,300 ¥10

¥15

¥17

¥10

◎輸入車・電気自動車　共通料金 輸入車、電気自動車は、全プラン共通の下記料金でご利用いただけます。

距離料金

6時間パック 12時間パック 24時間パック 夜間パック 距離料金

輸
入
車

¥8,500 ¥10,000 ¥12,500 ¥5,000 ¥15

E
V

¥3,800 ¥5,000 ¥6,500 ¥2,500 ¥7

 

◎料金表-備考　（2014年4月1日改定）

　【無料利用分・繰越】 「法人ゴールドプラン」には、月会費分の「無料利用分」が含まれています。
無料利用分は、利用料金に充当することが可能です。また、未消化の無料利用分は翌月まで繰り越して使うことが可能です。

　【パックについて】 ご予約の時間に合わせて、おトクなパックが自動的に適用されます。距離料金は別途必要となります。

なお、パック適用時間を越えた分については、別途その時間数の時間料金、またはパック料金が適用されます。

■６時間パック　　：　最大６時間まで利用可能

■１２時間パック　：　最大１２時間まで利用可能

■２４時間パック　：　最大２４時間まで利用可能

■夜間パック　　　：　２０時～翌朝８時まで同一料金が適用（最大１２時間利用可能）

　【ICカードについて】　　　 登録手数料　：0円　    ※ご自身で所有されているICカードを利用する場合（会員規約第9条第2項に定める登録運転者用ICカードとして利用する場合）

発行手数料　：1枚につき1,000円      ※当社にてICカード別途発行する場合

　【その他費用について】 会員からの依頼、もしくは会員および登録運転者の責に帰すべき事由により、当社や他の会員に何らかの損害を与えた場合、

下記の金額をその他費用として申し受けます。マナー・ルールを守って、気持ちよくお使いください。

なお、その他費用は当社の損害賠償請求を妨げるものではありません。

　【運転者登録料金】 ３０名まで無料　　 *３１名より追加登録料として５００円/人

［　超過料金　］ ●　超過料金　　　　　  *貸渡約款　第25条2項 通常時間料金の2倍

      事前の延長手続きがない場合は、超過料金として通常料金の2倍の時間料金となります。後に予約があることにより、延長ができない場合も同様です。

［　駐車違反違約金　］ ●　駐車違反違約金　*貸渡約款　第19条4項（2） 25,000円

［　緊急対応費　］ ●　当社スタッフの緊急出動を要した場合 5,000円/回

　　　例） 遺留品の確認・回収

著しい車両の汚れ・臭気による清掃

ライト・ルームランプの消灯忘れの対応

車室間違い、隣車室からのクレームなどによる車両の移動・停め直し

その他　会員の責に帰すべき事由による緊急出動

●　会員の責に帰すべき事由により部品等の交換や修理が必要となった場合

　　　例） バッテリー交換 10,000円/個　（交換費用含む）

その他の部品 部品代及び修理代金の実費相当額

［　営業補償　］ ●　営業補償（NOC ： ノン・オペレーションチャージ）　　*貸渡約款　第34条2項

事故、盗難、会員または登録運転者の責に帰すべき事由による故障、シェアカーの汚損・臭気等により、

当社がそのシェアカーを利用できないことによる損害について、営業補償として以下の補償金を申し受けます。

　■返却予定のステーションに自走にて返却した場合 20,000円

　 　■返却予定のステーションに自走にて返却できなかった場合 50,000円

アウディ　A3 Sportback
フォルクスワーゲン　The Beetle（ザ・ビートル）

メルセデス・ベンツ　A180
¥300

電気自動車 ¥130

時間料金

全プラン共通 10分料金

¥120 ¥3,600 ¥4,8002 ¥2,000

1 法人ベーシックプラン ¥4,980 ¥0 ¥0

コンパクト

ミドル

　無料利用分　39,800円含む。未利用分は1ヶ月繰越可能。 エコ

法人ゴールドプラン ¥4,980 ¥0 ¥39,800
コンパクト

¥6,200

¥3,800

2014年4月改訂

No プラン 入会金 年会費 月会費
時間料金

車種

¥2,500ミドル

エコ


