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JR西日本レンタカー＆リース株式会社  

 

スマートフォンで駅レンタカーが乗れる！ 

新サービス「スマート駅レンタカー」を開始します。 

 

JR 西日本レンタカー＆リース株式会社は、2021 年 12 月 16 日（木）より、5 つの「駅レンタカー」

営業所（大津・大阪・和歌山・姫路・米子）で、お持ちのスマートフォンで「駅レンタカー」をい

つでもご予約・ご利用いただける新サービス「スマート駅レンタカー」を開始いたします。この「ス

マート駅レンタカー」はこれまでの対面での手続きは不要となり、非接触非対面の新しい生活様式

に対応したサービスとなります。 

今回の「スマート駅レンタカー」サービス提供の基盤となるカーシェアリングプラットフォーム

は、株式会社スマートバリューのプラットフォーム「Kuruma Base」を採用しており、初期登録から、

ステーション検索、車両予約、解錠・施錠、決済まで、すべてスマートフォンで完結します。 

  ぜひ、新しい駅レンタカーのサービス「スマート駅レンタカー」をご利用ください。 

 

１．サービス名称 

  「スマート駅レンタカー」 

 

２．サービス開始時期 

  2021 年 12 月 16 日(木)10 時～ 

※「スマート駅レンタカー」のスマートフォンアプリは、 

2021 年 12 月 16 日 10 時（予定）からダウンロードいただけます。 

 

３．「スマート駅レンタカー」の特徴 

（１）お持ちのスマートフォンで、クルマのご予約から鍵の解錠・施錠まで可能になります！ 

     また、ご利用時の安全運転の実践度を計測して、運転者の安全運転を評価します。 

（２）駅近にある駅レンタカーが 24 時間いつでも乗ることができます！ 

（３）「駅レンタカー」よりもおトクで、万一の場合でも安心な免責補償制度加入・営業補償（NOC）

サポート込の料金プランをご用意しています！ 

 

４．「スマート駅レンタカー」サービス概要の紹介【詳細：別紙１、２】 

「スマート駅レンタカー」のサービス内容等をご案内する専用 WEB サイト 

（https://www.smart-ekiren.com）を開設しましたので、ぜひご覧ください。 

 

５．「スマート駅レンタカー」サービス開始ご利用キャンペーン 

  「スマート駅レンタカー」のサービス開始を記念しまして、2021 年 12 月 15 日までに事前入会   

エントリーいただき、12 月 16 日以降、本会員登録いただいた方（先着 500 名様）を対象に、 

1,000 円割引クーポン（2022 年 3 月 28 日 23:59 の利用分まで有効）をプレゼントします！詳し

くは、WEB サイト（https://www.smart-ekiren.com）内でご案内する専用エントリーフォームを

ご覧ください。 

 

 

  

  

https://www.smart-ekiren.com/
https://www.smart-ekiren.com/


別紙１ 

 

「スマート駅レンタカー」概要 

（１）サービス開始時期 

2021 年 12 月 16 日(木)10 時～ 

 

（２）提供ステーション（いずれも「駅レンタカー」営業所内） 

  ・大津営業所（JR 大津駅北口左側すぐ） 

・大阪営業所（大阪ステーションシティ駐車場内） 

・和歌山営業所（JR 和歌山駅中央口左側すぐ） 

・姫路営業所（JR 姫路駅西口左側すぐ） 

  ・米子営業所（JR 米子駅より左側 100ｍ先） 

 

（３）ご利用車種 

   S クラス 

 

（４）ご利用料金（個人料金） 

 以下の①～③の各料金設定の合計金額が「スマート駅レンタカー」のご利用料金となります。 

  ①時間料金（税込） 

 免責補償制度加入・営業補償（NOC）サポート込で、安心な料金設定です。 

【時間料金（一例）】 

利用時間 
最初の 

1 時間まで 

2 時間 

まで 

3 時間 

まで 

6 時間 

まで 

12 時間 

まで 

24 時間 

まで 

時間料金 
一律 最大時間料金 

990 円 1,980 円 2,970 円 4,400 円 5,500 円 6,600 円 

   ※最初の 1 時間まで（990 円）及びそれぞれの最大時間料金を超えるご利用の場合は、 

次の最大時間料金まで 20 分ごとに 330 円を加算します。 

※最大 168 時間（7 日間）のご利用までご予約いただけます。 

②距離料金 

走行距離 1 キロあたり 15.4 円（税込）を加算いたします。 

③延長料金（通常延長：ご利用開始後にご利用延長の手続きいただく場合） 

   延長時間 20 分あたり 330 円（税込）を加算いたします。 

 

（５）ご利用方法 

  ①「スマート駅レンタカー」のスマートフォンアプリは、「Google Play」「App Store」で「ス

マート駅レンタカー」と検索し、ダウンロードしてご利用いただけます。 

※Google Play は、GoogleLLC の登録商標です。App Store は Apple Inc.のサービスロゴです。 

②会員登録（無料）いただきます。その際、各種個人情報（お名前、住所等）、運転免許証、

クレジットカードをご登録いただきます。 

 

 

「スマート駅レンタカー」のサービス内容・ご利用方法などは 

WEB サイト（https://www.smart-ekiren.com）をご覧ください。 

 

 
 

https://www.smart-ekiren.com/


別紙２ 

 

〇「スマート駅レンタカー」ご利用までの手順（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※会員登録時には、運転免許証・クレジットカードをご用意ください。 

 ※スマートフォンアプリ（AndroidOS:8.0 以上、iOS11.0 以上対応） 

 

「スマート駅レンタカー」のスマートフォンアプリは、 

「Google Play」「App Store」で「スマート駅レンタカー」と検索し、 

ダウンロードしてご利用いただけます。 

※2021 年 12 月 16 日 10 時（予定）からダウンロードいただけます。 

※Google Play は、Google LLC の登録商標です。App Store は Apple Inc.のサービスロゴです。 

 

 

〇「スマート駅レンタカー」ご予約・ご利用時のスマホ画面（イメージ） 

 

・ログイン   ・安全運転ランク ・ステーション選択 ・開錠（クルマと接続）・ご利用終了時 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のご案内の取り組みは、ＳＤＧs 目標の 9 番、11 番、17 番に貢献するものと考えています。 

       

1. 

アプリダウンロード 

＆会員登録（無料） 2. 

ご予約 

(24 時間いつでも) 3.  

ご利用 

(24 時間いつでも) 

 



1時間ご利用990円～
※免責補償料込、営業補償（NOC）サポート料込 ※距離料金は別途必要

駅レンタカー営業所：

大津・大阪・姫路・和歌山・米子の各営業所に新登場！

1.
アプリダウンロード
＆会員登録（無料） 2. ご予約 3. ご利用

※会員登録時には、運転免許証・クレジットカードをご用意ください。
※スマートフォンアプリ（AndroidOS:8.0以上、iOS11.0以上対応）

詳しくはWEBサイトでご確認ください 検索スマート駅レンタカー

（※料金の一例）



2

普段使いの1時間利用から、長期間の旅行などに最適な最大168時間(7日間)
利用まで、おトクな料金設定です。スマート駅レンタカーのご利用料金は「時間料金」・
「距離料金」・「延長料金」の合算となります。
また、免責補償制度加入、営業補償(NOC) サポート込の安心プランです。

時間料金（税込）

１時間まで 一律 ９９０円

ご利用時間に応じて
最大時間料金（上限）を

設けています。

また、最初の1時間及び
それぞれの最大時間料金を超える

ご利用の場合は、
次の最大時間料金まで

20分ごとに330円を加算します。

最
大
時
間
料
金

2時間利用まで １，９８０円

3時間利用まで ２，９７０円

6時間利用まで ４，４００円

12時間利用まで ５，５００円

24時間利用まで ６，６００円

36時間利用まで ９，９００円

48時間利用まで １１，０００円

72時間利用まで １５，４００円

96時間利用まで １９，８００円

120時間利用まで ２４，２００円

144時間利用まで ２８，６００円

168時間利用まで ３３，０００円

延長料金（税込）

通常延長の場合 無断延長の場合

時間料金 距離料金 時間料金 距離料金

３３０円/２０分 １５．４円/ｋｍ ６６０円/２０分 １５．４円/ｋｍ

＊上記の料金表は消費税法に基づく総額表示（消費税相当額を含んだ金額）の為、
１円未満の端数処理の関係で合計金額と異なる場合があります。

距離料金（税込）

１５．４円/ｋｍ

＋

＋

JR西日本レンタカー＆リース株式会社

ご利用料金（時間料金、距離料金、延長料金）


