
■各社サービス スペック・機能一覧 2022年12月時点

オリックスカーシェア カレコ・カーシェアリングクラブ 名鉄協商カーシェア・カリテコ TOYOTA SHARE NISSAN e-シェアモビ

料金・プラン 料金プラン ・スタンダードクラス

・ミドルクラス

・デラックスクラス

・ベーシッククラス

・ミドルクラス

・プレミアムクラス

・プレミアムプラスクラス

・ミニクラス

・コンパクトクラス

・ミドルクラス

・プレミアムクラス

CasualプランとBasicプラン各々

・コンパクトクラス

・スタンダードクラス

・ミドルクラス

・ラグジュアリークラス

・コンパクトクラス

・ミニバンクラス

通常料金　※1

（最安クラスの場合）

240円～/15分 200円～/10分 220円～/15分 165円～/15分 200円～/15分

パック料金　※1

（最安クラスの場合）

・6時間パック　：4,780円

・12時間パック：6,980円

・24時間パック：8,880円

・夜間パック(18-翌9)：3,480円

・6時間パック　：5,720円

・12時間パック：7,450円

・24時間パック：9,560円

・夜間パック(18-翌9)：4,350円

・6時間パック　：4,510円

・9時間パック　：5,500円

・12時間パック：6,600円

・18時間パック：7,590円

・24時間パック：8,690円

・36時間パック：10,780円

・48時間パック：12,870円

・夜間パック①(18-24) ：2,420円

・夜間パック②(24-翌9)：2,420円

・夜間パック③(18-翌9)：2,860円

・6時間パック　：3,390円

・12時間パック：4,700円

・24時間パック：6,070円

・6時間パック　：4,100円

・12時間パック：7,600円

・24時間パック：9,600円

・ｱｰﾘｰﾅｲﾄﾊﾟｯｸ(18-24)：2,600円

・ﾚｲﾄﾅｲﾄﾊﾟｯｸ(24-翌6) ：3,000円

・ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｲﾄﾊﾟｯｸ(18-翌6) :3,800円

・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾅｲﾄパック(17-翌10):4,300円

距離料金　※1

（最安クラスの場合）

18円/km

但し、6時間以内の予約かつ利用の場合は

なし（夜間パック除く）

20円/km

但し、6時間以内の予約かつ利用の場合は

なし

14円/km

但し、6時間以内の予約かつ利用の場合は

なし（夜間パック除く）

12円/Km

但し、6時間以内の利用の場合はなし

なし

補償サービス ※2 利用料金に無料付帯

（あんしん補償サポート for dカーシェア）

利用料金に無料付帯

（トラブルあんしんサポート）

なし 利用料金に無料付帯 予約時に任意選択

（NOCサポートプラン 324円/24時間）

給油割引 利用時間が6時間未満の場合、利用料金

の15分相当を割引き（利用時間が6時間

以上orパック料金適用時は割引なし）

なし コンパクトクラス・ミドルクラス・プレミアムクラス

の車両で20リットル以上、ミニクラスの車両

で10リットル以上の給油をされた上で、給

油申請した場合、15分相当の時間料金の

次回利用可能なクーポンを発行

なし 20リットル以上給油した場合、次回利用時

の時間料金の15分相当の料金を割引き

但し、パック適用時は対象外（パック時間延

長の場合のショート利用も同様）

早返し割引 なし 6時間以内の利用で予約し、実際の利用

も6時間以内の場合、利用開始時間から

返却した時間までが請求対象となる

予約時の返却予定時間に対し、早く返した

分の50％の時間料金が返金される

※パック料金からの返金は適用外

実際利用した分だけの料金を請求

その場合の利用料金も、利用時間に応じ

ショート料金とパック料金の最も安い組み合

わせで適用

なし

提携無料駐車場 なし なし 名鉄協商パーキング（一部対象外） なし なし

予約 予約単位時間 15分 10分 15分 15分 15分

最小貸出 15分 30分 30分 15分 15分

最大貸出 96時間 72時間 96時間 72時間 72時間

乗車可能時間 予約時間の15分前から 予約時間の10分前から 予約時間の15分前から 予約時間の15分前から 予約時間の15分前から

キャンセル 自動キャンセル 予約日時より75分経過時に

自動キャンセル

※予定金額の50％が請求される

なし なし 予約日時より75分経過時に

自動キャンセル

※予定金額の全額が請求される

なし

キャンセル料発生タイミング 予約開始時間まで無料 予約開始時間まで無料 予約開始の1時間前まで無料 予約開始の1分前まで無料 予約開始の1分前まで無料

キャンセル料金 ・予約開始時間を超過後の場合

∟予約金額の50％

・予約時間が6時間以内の場合

∟予約開始時間からキャンセル手続き

　 完了時間までの時間料金の全額

・予約時間が6時間を超える場合

∟予約時間全ての時間料金の全額

・予約開始の1時間前を超過後の場合

∟予約金額の20%

・利用開始時間超過後の場合

∟予約金額の全額

・予約開始日時の1分前を超過後

①利用開始時間からキャンセル時刻まで

②利用開始時間から75分まで

①②いずれか短い方の利用金額の全額

・予約開始日時の1分前を超過後

∟予約金額の全額

利用 鍵解錠方法　※3 スマホ・交通系ICカード スマホ（dカーシェアアプリ） スマホ、交通系ICカード スマホ（dカーシェアアプリ） 運転免許証

同乗者運転 可：

同乗者もオリックス会員登録が必要

可：

同乗者もカレコ会員登録が必要、且つ利

用開始予定日時より前にカレコ・サポートセ

ンターへ連絡が必要

不可 不可 可：

同乗者もe-シェアモビ会員登録が必要、且つ

利用開始予定日時より前にⅾカーシェア事業

者接続用ダイヤルへ連絡が必要

ペット同乗 不可 不可 不可 不可 不可

駐輪 不可 駐車場名に（自転車可）があれば可 不可 不可（一部を除く） 不可

カーナビでの延長 可 不可 可 不可 不可

無断延長時の料金 超過時間分は倍額請求 超過時間分は倍額請求 超過時間分は倍額請求 超過時間分は倍額請求 超過時間分は倍額請求

装備品 ETC 搭載 搭載 搭載 搭載 搭載

ETCカード 非搭載 非搭載 非搭載 非搭載 搭載（お客様のカード利用不可）

音楽プレイヤー 搭載 搭載 搭載 一部非搭載（カーナビの種類に依存） 搭載

チャイルドシート 非搭載 非搭載 非搭載 非搭載

但し、一部車両で550円/回でレンタルあり

非搭載

ジュニアシート 搭載 搭載 非搭載 非搭載 搭載

スタッドレスタイヤ 期間限定で一部のクルマに装着 期間限定で一部のクルマに装着 期間限定で一部のクルマに装着 期間限定で一部のクルマに装着 期間限定で一部のクルマに装着

初心者マーク 非搭載 搭載 搭載 搭載 搭載

高齢ドライバーマーク 非搭載 非搭載 搭載 搭載 搭載

会員登録 事業者純会員との

重複会員登録

不可 可 可 可 可

会員登録制限 なし あり：

運転免許証取得後1年は会員登録不可

なし なし なし

※1 同一車種であっても各サービス毎に分類されるクラスが異なります

※2 各サービスの補償内容詳細はサイトの掲載内容よりご確認ください

※3 鍵登録方法、クルマ解錠方法等の詳細はサイト掲載内容よりご確認ください

サービス名


