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会員数57万人、7,500ヶ所、13,500台の車両を配備。業界シェア70％以上！ 

カーシェアリング 

短時間の利用なら15分206円から。 
15分単位で利用するショートメニューと6時間 
パックは距離料金もなし！ 

予約はパソコン・スマホから。 
予約完了後、3分後にはご利用いただけます。 

全国に約6,700ヶ所、約11,800台の車両を 
配備。自宅近くはもちろん、おでかけ・出張先 
でのご利用にもご活用いただけます！ 

コンパクトカー、エコカー、輸入車など豊富な 
車種を配備！ 
全車種カーナビ・ETC・ジュニアシート付！ 

タイムズカープラス基本情報 
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カーシェアリング 

▶ ご利用料金 ▶ ご利用方法 

タイムズカープラス基本情報 
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IoT視点でのカーシェアリング 

・予約/貸出/返却情報 
・利用料金 
・利用距離 
・加減速度 
・最高速度 
・事前目的地設定情報 
・カーナビゲーション記録情報（一部） 
・ドライブレコーダー記録情報（一部） 

■運転情報 

下図はカーシェア利用時の急減速地点（3秒間で-
30km/h以下の速度変化）をプロットしたものです。
危険地帯マップの作成とリアルタイムでの警告も将
来的に可能となります。 
 

※▲＝急減速地点 

カーシェアサービスは、無人車両貸出システムであるため、全ての車両はIT技術で24時間管理されており、会員登録情報の他にも利用情報や、 
運転に関わる様々な情報を取得・蓄積し、運用に活用しています。 

・エンジン状態 
・ドア開閉 
・キー状態 
・給油量 
・ガソリン残量 
・バッテリー状態 
・GPS情報 

・ハザード点灯 
・ライト点灯 
・消灯 
 
 

■マーケティング ■車両管理 

稼働率や会員属性、カーナビ目的地設定情
報等から、利用者の動きを把握し、マーケ
ティング分析に活用する事が可能。 

エンジンやガソリン状態など、常時あらゆ
る車両状態のデータ取得が可能。 
 
ガソリン残量の少ない車両を予約前に警告
する事等、利用者に対しての車両情報発信
も行っており、利用時のトラブル抑制にも
役立ちます。また、管理面でも効率のいい
メンテナンスが可能です。 

▶情報活用例 

etc… 

カーシェアリングにおける情報の取得と活用 

▶取得可能な情報 
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IoT視点でのカーシェアリング 

「ドライブチェックインサービス」について 

サービスの仕組み 

TCPを予約し、予約完了後にドラ
イブチェックイン先設定をする 

設定した施設へ行き、一定時間以上
滞在する 1 2 3 TCPを返却した時点でプラスeチ

ケットをプレゼント 

TCP予約 

チェックイン 
先登録 

TCP搭載のGPSで、事前に指定
したチェックイン先に到着した
かを確認します。車載器で、走
行距離やエンジンの動・停から
滞在時間を確認します。 

チェックイン先として対象施設
を設定することでこのサービス
が利用できます。これは従来か
らTCPのサービスとしてある
カーナビの目的地設定をベース
にした機能です。 

ドライブチェックインの条件を
満たしたかをセンターで判定し、
チェックインが成功していたら
プラスeチケットを会員にプレ
ゼントします。 

ドライブチェックイン先設定 GPS・車載器 電子クーポン 

目的地 

返却証メールに 
成功したかどうか 
が書かれます 

ドライブチェックインのスタートアップ施設はこちら！ 

東京ドームシティ プレミアム・アウトレット(9施設) 

星野リゾート(5施設) 

IKEA船橋 ヴィーナスフォート 

コストコホールセール(20施設) 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sozai-library.com/sozai/228&ei=frYPVfftCoK1mAWU04KQBg&bvm=bv.88528373,d.dGY&psig=AFQjCNHhXOXNDbbaiUJ2ofOXVHMRjb42Ew&ust=1427179438904084
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.info.ikea.jp/food/shop/index.html&ei=UrsPVf_ABeXvmAXmiYGwCw&bvm=bv.88528373,d.dGY&psig=AFQjCNF1muxNlRTNsGapoUyP2UDvyAPE8Q&ust=1427179938047581
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20091210/1030537/&ei=zrsPVdTzPOiumAWr0YDABQ&bvm=bv.88528373,d.dGY&psig=AFQjCNE0_UeHbt4navVQzc-k5dpThoDfxA&ust=1427180794982023
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cafy.jp/7170&ei=KLwPVZOdIaGnmAWyqICwBw&bvm=bv.88528373,d.dGY&psig=AFQjCNG-Kd653kDrz8Ej3kFt_GcG3LUtKg&ust=1427180901592351
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3&ei=zr4PVfvxIoHYmAWgroLQBA&bvm=bv.88528373,d.dGY&psig=AFQjCNH2YJfJF8_K14orSLyRAHLCrZ0bww&ust=1427181577748175
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%88%B8%E4%B8%89%E7%94%B0%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88&ei=Er8PVYyHCeTCmQWviIKgBA&bvm=bv.88528373,d.dGY&psig=AFQjCNFD9QLk4YnRQNmbGmz1Bdsjn56gfA&ust=1427181682806967
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pavone-style.com/life/karuizawa130810.php&ei=SL8PVemaEuKxmAXLz4DIAg&bvm=bv.88528373,d.dGY&psig=AFQjCNGoN8NNmqYluBXwHSxyavXtB_aPmQ&ust=1427181744718897
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ＴＣＰプログラム 

利用中に急加速、急減速が発生すると、
リアルタイムでカーナビに音とともに発
生事実が表示されます。 

クルマを大切に利用した会員様に「ポイント」を進呈するモラル醸成プログラム 

■ TCPプログラム 
路上駐車対策を 
減点プログラムから 
モラルシェアプログラムへ 

「ＴＣＰプログラム」はタイムズカープラス

を大切に利用した会員に「プラスポイント」

を進呈するもので、ポイント数に応じて会員

のステージが変動し、そのステージに応じて

優遇サービスを提供する、運転者のモラルを

醸成するプログラムです。 

ポイント加点対象項目（全7項目） 

■キレイに使って頂けたら加点 

前利用者により評価をもらうとポイント付与 

■エコドライブしたら加点 

「急加速」「急減速」をしなかったらポイント付与 

ポイント減点対象項目（全3項目） 

■駐車違反すると減点 

 
■事故や車両汚損をすると減点 

+α 

＋ ー 

※ＴＣＰ＝Times Car PLUS 

▶ＴＣＰプログラム詳細 

ＴＣＰプログラムとは 
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ＴＣＰプログラム 

▶導入前後の比較 

導入 

検証時期 
件数比率 

急加速0回 急減速0回 

導入前（2014/3） 46.7% 50.8% 

導入後（2014/9） 64.0% 56.0% 

燃費視点での検証では、導入前の4月実績に比べ、 

7月/－1.7% 

8月/－3.9%  の削減効果が見られました。 

 
※夏季エアコン使用による燃費悪化は不使用時に比べ10～30％ 
程度悪化するため、本検証では10%の燃費悪化を考慮 
 

導
入
前 

導
入
後 

カーシェアリングは無人管理であり、複数の他人同士でシェアリングを行うサ

ービスであるが故に、利用者個人のモラルの上で運営が成り立っています。 

 

このＴＣＰプログラムを通して、リアルタイムに利用者とコミュニケーション

を取ることで、利用者自身のモラル醸成に寄与することが分かりました。 

取得したデータを加工し、システム化するだけではなく、利用者に直接訴えか

けることで、利用者・管理者、双方にとってよりよいサービスの提供に繋がる

と考えます。 

ＴＣＰプログラムの効果 

▶効果 
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超小型モビリティの実証実験 

本実証実験は、商業施設や観光スポット等への移動を中心とする利用の状況や利用者の声をもとにサー
ビスの有用性を検証する。パーク２４が管理するタイムズステーション有楽町イトシアで「i-ROAD」
を借りて走行した後、東京タワーや浅草、お台場パレットタウン、東京ドームシティ等の計5ヵ所に返
却可能なワンウェイ型とする。 
こうした実証実験を通して、利用者の移動における新たな価値観・サービスを創造し、低炭素で快適な
都市・まちづくりに貢献していきたいと考えている。 
期間：2015年4月10日～9月末 

◇ i-ROADは未販売車両です 

第1弾 「Times Car PLUS TOYOTA i-ROAD Drive」 第２弾 「Times Car PLUS × Ha:mo」 

期間：2105年4月10日～2015年9月18日（実験終了） 期間：2015年10月20日～2016年3月末 

本サービスは、パーク２４とトヨタ自動車が共同でサービスを提供するもので

す。TOYOTA i-ROADに乗って、タイムズ２４が駐車場を管理する東京タワー

や浅草雷門、東京ドーム、お台場パレットタウン、など都内5カ所へワンウェイ

利用できるシェアリングサービスの実証実験を実施いたしました。 

本実証実験では、商業施設や観光スポット等への移動を中心とする利用状況や 

利用者の声をもとにサービスの有用性を検証しました。 

    

第一弾では、「片道のワンウェイサービス」でしたが、第二弾では「対象の
ステーションであれば、どこからでも乗れて、どこへでも乗り捨てできるワ
ンウェイサービス」としてリリース致しました。 
超小型電気自動車（EV）とシェアリングサービスを組み合わせすることで、
環境への貢献（低炭素化社会の実現）とスムーズな人の移動を実現を目指し
ます。 

■検証期間：2015年4月10日～9月18日 
■実質稼働数：279件（講習：170件 フリー走行：109件） 
■ユニーク数：170名（内リピーター35名） 

利用者アンケート 
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パーク＆ライド 

在来線パーク＆ライド優待サービスを拡張し、新幹線利用の方を対象とした優待サービスを実施しております。 

 EX-ICの利用履歴で、該当駅の新幹
線改札を  通過された方を判定 

 対象カード：ＥＸ－ＩＣカード、プ
ラスＥＸカード、ＥＸ－ＩＣサービ
スをご利用の 「モバイル Ｓｕｉ
ｃａ」 

 新幹線改札を利用した方を確実に特
定～ 優待 

タイムズ新横浜南口第２  40台 

三島駅南口 249台 

新富士駅南口 51台 

所在  大阪府大阪市中央区 

台数  自走式平面226台 

開始日  2015年8月 

新大阪駅の目の前に位置する計３
カ所駐車場。大型バスの駐車にも
対応。駅周辺の混雑緩和を図ると
とともに、パーク＆ライド割引も
導入し利用者サービスの向上にも
貢献しています。 

新大阪駅自家用車整理場 

【取組事例】  

駐車場  
 ×公共交通機関 

新幹線 EX-ICパーク＆ライド優待サービス 
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レール＆カーシェア 

Ｘ Ｘ 

EX-ICの新幹線乗車履歴を用いてカーシェア「タイムズカープラス」で優待が受けられるサービスです。 

カーシェアご利用当日に、対象駅までEX-ICサービスを利用いただいた方が対象となります。 

鉄道とカーシェアを効率的に活用することで環境負荷

低減型交通が可能になると考えます。 

 

利用ニーズとしては帰省や旅行なども多いのですが、

法人利用として短距離、長距離問わずご利用いただく

ことが多くなっています。 

鉄道とカーシェアを組み合わせることで都市部の渋滞

を避け、計画的な行動ができることと、クルマ利用時

間の極小化により運転時の事故削減等、社員の安全を

確保したいことが主な需要となっています。 

新幹線乗車⇒降車 目的地 カーシェア利用 返却 

カード内乗車履歴 

利 用 手 順 

※「エクスプレス予約」をご利用いただいている「モバイルＳｕｉｃａ」ならびに「プラスＥＸカード」も対象となります。 

利用料金優待！ 
■貸出中にICカードタッチ 
 ・鉄道乗車の認証 
  →当日乗車 
  →指定駅での降車 
  

法人利用におけるレール＆カーシェアの需要 

公共交通機関 
 ×カーシェア 

新幹線 EX-ICレール＆カーシェア 

EX-IC 
カード 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://matome.naver.jp/odai/2136108796763592601/2140794498819653903&ei=fmr2VJavE4W3mAXkwYCgBA&bvm=bv.87519884,d.dGY&psig=AFQjCNHVyK9udxHn4Xoopg9uJsbOl9rFvw&ust=1425521631264885
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歩行者・自転車・ステーション・クルマの住み分けが完成された、 

渋滞のないスマートな街へ 

モビリティサービスの未来図 

2020年 東京オリンピック・パラリンピックに向け、次世代都市（スマートシティ）を交通インフラから形成する 

2020年に向けて、東京では新たな街づくりが求められます。 

駐車場と公共交通機関、公共交通機関とカーシェアの連携強化によって、 

大動脈（鉄道等の1次交通）と連結する2次交通手段の可能性が大幅に広がります。 

ターミナルへの駐車場の更なる展開、そして路上へのカーシェアリング展開を行い、

渋滞の無い、洗練されたスマートな街づくりの実現を目指します。 

自転車専用道路 歩道 
カーシェア 
ステーション 車道 

こんな感じでしょうか・・・？足したい要素あれば教えてください 

バス＆カーシェア 

パーク＆ライド 

レール＆カーシェア 

飛行機＆カーシェア 

▶公共交通機関との連携強化 

次世代都市を形成する上で、がカギになると考えます。移動ツールごとの住み分けを明確にす

ることで、郊外⇔都心の移動、さらに都心回遊の移動をスムーズにし、ストレスのない街づく

りを目指します。 

飛行機＆カーシェア 

駐車場 
× 

公共交通機関 

公共交通機関 
× 

カーシェア 
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