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【概 要】 

１ 事業名 

気仙沼市カーシェアリング導入実証事業 

２ 使用可能日（一般の方） 

平成 30 年９月 29 日から平成 31 年３月８日までの 

土曜日，日曜日及び祝日と平成 30 年 12 月 31 日から平成 31 年１月３日まで 

※公務での使用は９月３日から開始しています。 

３ サービス提供者 

株式会社トヨタレンタリース宮城 

４ 車種 

小型乗用自動車（トヨタヴィッツ） ２台 

５ 料金 

   使用料金＝時間料金＋距離料金 

    時間料金 15 分毎 270 円（税込） 

 ただし，24 時間毎に 6,480 円（税込）が上限となります。 

    距離料金 １㎞毎 10 円（税込） 

   ※入会金、月会費は無料です。 

記者発表資料 

平成３０年９月 27 日（木） 

震災復興・企画部震災復興・企画課 

けせんぬま創生戦略室（地域創生係） 

担当：佐藤（充）（内線３１６） 

■ ９月３日から市役所駐車場にカーシェアリング専用車両を２台配備し，公務での使

用を開始しておりましたが，９月２９日（土）から一般の方にも車両を開放します。 

■ 一般の方が使用できるのは，来年３月８日までの土曜日，日曜日及び祝日と 12 月

31 日から１月３日です。 

■ 使用にあたっては，事前に(株)トヨタレンタリース宮城が提供するカーシェアリン

グサービス「気仙沼ラクモ」への会員登録が必要です。 

■ 一般使用に関して，観光客や地域住民，実際に使用した方などを対象としたアンケ

ートを実施し，ニーズや課題を調査することとしています。 

－ 気仙沼市カーシェアリング導入実証事業 － 

カーシェアリングの一般使用を開始します 
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６ 使用方法 

(1) 登録 

・(株)トヨタレンタリース宮城が提供するカーシェアリングサービス「気仙沼ラク

モ」の専用ウェブサイトから、会員登録を行います。 

・会員登録にあたっては、携帯電話のメールアドレス、運転免許証の画像データ、

本人名義のクレジットカードが必要です。 

(2) 予約 

・インターネットに接続できる携帯電話（ガラケーも可）、パソコン、モバイル端末

などから、「気仙沼ラクモ」のサイトにアクセスし、使用したい日時を予約します。 

(3) 乗車 

・市役所駐車場のステーション（車両保管場所）に着いたら、携帯電話で「気仙沼

ラクモ」のサイトにアクセスして利用開始ボタンを押し、車両のドアロックを解

除します。 

・クルマに乗り込み、グローブボックス内のキーを取り出し、エンジンを始動しま

す。 

・給油は、備え付けの給油カードを使って給油します。燃料代は、トヨタレンタリ

ース宮城に請求されます。 

(4) 返却 

・出発したステーションに車両を戻し、グローブボックス内にキーを返却します。 

・携帯電話で「気仙沼ラクモ」のサイトにアクセスして利用終了ボタンを押し、ド

アをロックします。 

(5) 支払 

・１か月分の使用料金が、登録したクレジットカードから引き落とされます。 

 



※こちらのロゴは削除しないで下さい 

気仙沼でカーシェアはじめました。 

１㎞毎 円 

＋ 
距離料金(税込) 

15分毎 円 

時間料金(税込) 

24時間毎最大 円 

気仙沼市役所 

休日限定。24時間利用ＯＫ！ 

平成30年９月29日～平成31年３月８日の 

土･日･祝日と12月31日～１月３日なら 

24時間いつでも使えます。 

  

カーシェアリングサービス「気仙沼ラクモ」の特徴 

ご利用方法は簡単！ 

まずは気仙沼ラクモの
WEBサイトから会員登録 

クレジットカードの登録 
が必要です 

１ 登録 

２ 予約 携帯電話やパソコンから
利用したい日時を予約 

３ 乗車 気仙沼市役所のステーションに着いたら
携帯電話でドアロックを解除 

グローブボックスの中のキーを取り出し
エンジンスタート 

安全運転で出発！ 

４ 返却 

５ 支払 

出発したステーションにクルマを戻し 
グローブボックスにキーを返却 

携帯電話でドアをロックして終了 

利用料金＝時間料金＋距離料金 

１か月分の利用料金をご指定のクレジッ
トカードから毎月引き落とし 

入会金・月会費 

時間料金 

距離料金 

無料 

１km毎 円 

15分毎 円 

24時間毎 最大 円 

「気仙沼ラクモ」は、気仙沼市が公用車として試験的に
導入したカーシェアの車両を、公務で使用しない休日に
一般の方に開放するものです。 

消費税及び地方消費税額を含みます。 

ステーションは気仙沼市役所 

正面玄関脇のステーション 

市役所の位置は
Googleマップで
確認！ 

 ＞ 会員登録はこちら 

はじめてご利用の方は気仙沼ラクモの
サイトにアクセスし会員登録をしてく
ださい。 

https://www2.upr-cs.jp/trmiyagi/ksnrakumo/register/spolmembers/#step_one 

※禁煙車 



※こちらのロゴは削除しないで下さい 

気仙沼市 

気仙沼市によるカーシェアの可能性を探る新たな試みです 

公用車のシェアによる地域交通の多様化を目指します 

 この取り組みは、気仙沼市がレンタカー型カーシェアリング専用車両を公用
車として導入する実証事業です。 
 公用車（カーシェア車両）の空いている時間（土・日・祝日など）を、観光
やビジネスで気仙沼を訪れた方の二次交通手段として、また、地域の方々の買
い物の足などとして活用できないか、ニーズや課題を探ることとしています。 
 併せて、公用車としてカーシェアを導入した場合のメリット・デメリットを
調査し、本格導入に向けた検討を行います。 

「ラクモ」入会条件 

 満18歳以上である方 

 有効な普通自動車運転免許証をお持ちの方 

 過去２年以内に重大事故、重大違反がない方 

 ご本人名義のクレジットカードで決済が可能な方 
（VISA、MASTER 、TS CUBIC CARD） 

 携帯電話（スマートフォンを含む）及びその携帯
メールアドレスをお持ちの方 

 会員規約に同意いただける方 
※会員規約は気仙沼ラクモのWEBサイトでご確認ください。 

事前にご準備いただくもの 

 運転免許証の画像ファイル（裏表両面） 
お持ちのデジタルカメラや携帯電話のカメラで 
撮影したデータをご用意ください 
 
 
 
 
※ファイル形式/bmp/jpg/png、ファイルサイズ/3ＭＢ以下 

 ご本人名義のクレジットカード 
※VISA、MASTER、TS CUBIC CARDがご利用いただけます 

会員登録 

 オンライン申込みより会員登録の手続きをおこ
なってください 

 会員登録手続きが完了いたしましたら、登録いた
だいたメールアドレスに会員IDと運転者IDならび
に初期パスワードをお送りします 

  ※お申込みになる前に次のアドレスからのメールを受信 
   できるよう携帯電話の設定を変更しておいてください。  
    upr.cssystem@upr-net.co.jp 

保険内容（免責補償料込み） 

 対人補償 
１名限度額 無制限（自賠責保険を含む） 

 対物補償 
１事故限度額 無制限（免責0円） 

 人身傷害補償 
運転者１名限度額 3,000万円 

 車両補償 
１事故限度額 時価額（免責0円） 

【保険が適用されないケース】 

• 酒酔い、酒気帯び、無免許、薬物運転などにより事故
を起こした場合 

• 警察への届出および当社への連絡が無かった場合 

• 当事者間で示談をした場合 

• ID登録者本人以外の運転 

• 事故が相手方の責によるものの場合 

• 無謀運転（故意による事故など） 

• タイヤのパンクおよびホイールキャップの紛失 

• 配偶者、父母、子に対する損害賠償 

営業補償（ノン・オペレーションチャージ） 

事故、盗難、故障、汚損などにより貸し出しができ
なくなった場合、営業補償料として、損害の程度や
修理期間を問わず下記金額をご負担頂きます。 

 ステーションへ自走で返却した場合  
 20,000円 

 ステーションへ自走で返却できなかった場合 
 50,000円 

 ※故障については、会員又は運転登録者の責に帰すべき事由 
  による場合に限ります。 

 本事業は、気仙沼市が(株)トヨタレンタリース宮城に委託し、同社が提供するカーシェアリングサービス「ラク
モ」の仕組みを利用して実施します。ご利用の際は「ラクモ」会員規約に同意のうえ会員登録を行ってください。 

■ 気仙沼ラクモに関するお問い合わせ 

気仙沼店 

TEL 0226-22-0100（代）  FAX 0226-23-7135 

〒988-0053 宮城県気仙沼市田中前4-1-5 

■ 実証事業に関するお問い合わせ 

震災復興・企画課 けせんぬま創生戦略室 

TEL 0226-22-6600（内線316）  FAX 0226-24-8605 

〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町1-1-1 


	2018-09-27_kikaku
	チラシ原稿（案）0926
	チラシ原稿（案）0926

