2019 年 ３ 月 27 日
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市
東日本旅客鉄道株式会社水戸支社
常磐興産株式会社
タイムズ２４株式会社

「カーシェアリング官民共創実証事業」の開始について
いわき市、東日本旅客鉄道株式会社水戸支社、常磐興産株式会社、タイムズ２４株式会社の官民４者は、
2019 年３月 27 日（水）より、
「カーシェアリング官民共創実証事業」を開始します。
本事業では、４者が連携を図りながら、いわき駅や湯本駅、スパリゾートハワイアンズといった交流拠
点にカーシェアリングステーションを設置するほか、観光振興に向けたツーリズム企画等、さまざまな取
組みを実施し地方創生推進モデルの構築につなげていきます。

１ 目的
シェアリングエコノミーの普及・促進や交通利便性の向上を図ることにより、交流人口の拡大や地域の
活性化等につなげることを目的とします。
２ 実施期間
2019 年３月 27 日(水) ～ ※実証事業は４年間とします。
３ 主な連携体制(役割)
(１) いわき市
①ステーションの確保 ②公用車としてのカーシェアリング車両の活用 ③利用データの分析
(２) 東日本旅客鉄道㈱水戸支社
①ステーションの確保 ②「Suica レール＆カーシェア」の実施
③交通媒体等を活用した広報支援
(３) 常磐興産㈱
①ステーションの確保
(４) タイムズ２４㈱
①カーシェアリングの運営 ②「Suica レール＆カーシェア」の実施
※カーシェアリングの利用には、事前にタイムズカープラスへの入会が必要になります。
タイムズカープラスの利用については【別紙１参照】
４ 市内交流拠点へのカーシェアリングステーションの設置
最寄駅
ステーション名
住所
ＪＲいわき駅 ＪＲいわき駅北口駐車場
いわき市平字柳町 16-３
ＪＲ湯本駅
ＪＲ湯本駅駐車場
いわき市常磐湯本町天王崎 25-４
ＪＲ湯本駅
スパリゾートハワイアンズ
いわき市常磐藤原蕨平 50

台数
５
２
２

５ カーシェアリング利用者への優待特典
(１) タイムズカープラス「ドライブチェックイン」サービスの実施
観光施設をドライブチェックイン目的地に設定し、その施設で 30 分以上駐車すると、タイムズカー
プラスで次回以降に利用できる電子優待券「プラス e チケット 30 分」を付与します。
◇タイムズカープラス「ドライブチェックイン」利用方法
①カーシェアを予約

カーシェアを通常通
り予約する

②チェックイン先指定

マイページからドライブチ
ェックイン先を指定

③指定先に一定時間滞在

設定した施設へ行き、
一定時間以上滞在する

④特典をプレゼント

カーシェアを返却した
時点で特典をプレゼント

(２) いわき市内観光施設等でのカーシェアリング利用者への優待サービスの実施
観光施設等の入場時に、タイムズカープラス車両のキーホルダー提示で利用特典があります。
【対象観光施設等一覧(15 施設)】
NO
施設名

特典内容

１

いわき・ら・ら・ミュウ

ノベルティグッズプレゼント

２

いわきデイクルーズ

乗船料 10％割引（除く幼児）

３

アクアマリンふくしま

入館料割引（一般 1,800 円→1,700 円）

４

イオンモールいわき小名浜

５

スパリゾートハワイアンズ※

６

いわきＦＣパーク

素敵な粗品プレゼント
①スパリゾートハワイアンズ 入場料 20%引き
②ウォータースライダー3 種共通一日券（2,300 円→1,300 円）
Rｂカフェ：お好きなパンケーキ 200 円引き、
CRAFTSMAN:ランチビュッフェ 45 分の料金で 90 分にｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ

７

いわき市石炭・化石館ほるる

観覧料割引（大人 650 円→580 円）

８

いわき市勿来関文学歴史館

観覧料割引（大人 320 円→270 円）

９

いわき健康センター

入館料割引（1,520 円→1,300 円）

10

ワンダーファーム

トマト狩り体験 100 円引き

11

道の駅よつくら港
いわきワイナリー
ガーデンテラス＆ショップ

ソフトクリーム 50 円引き

12

備考

学生割引有
（小中高）

学生割引有
（小中高大）
学生割引有
（小中高大）

オリジナルグッズプレゼント

入館料割引（大人 250 円→200 円）、
学生割引有
（小中高大）
体験発掘込入館料割引（大人 710 円→660 円）
14
いわき市海竜の里センター
遊具料（大人 200 円→180 円、３歳以上 100 円→90 円）
「和食処とのがみ」、「slow days cafe」、
15
浜風きらら
「海竜焼 福や」の３店舗での飲食代５％割引
※スパリゾートハワイアンズのみ、入場時にタイムズクラブまたはタイムズカープラスの会員カード提示で①の特典内容を適用。
13

いわき市アンモナイトセンター

さらに、タイムズカープラス車両のキーホルダー提示で②の特典内容を適用。

詳しくは WEB をご覧ください。https://plus.timescar.jp/campaign/iwaki201903/
(３) 「Ｓｕｉｃａレール＆カーシェア」の実施 【別紙２参照】
首都圏の Suica エリアから「Suica」で鉄道を利用されたお客さまを対象に、対象ステーションのタ
イムズカープラス（カーシェアリング）の利用料金が 15 分 206 円分優待されるサービスです。
◇対象ステーション：ＪＲいわき駅北口駐車場、ＪＲ湯本駅駐車場

【別紙１】
タイムズカープラス利用方法
１ 携帯電話やパソコン等で予約をして
カーシェアリングステーションへ

２ リアガラス等にあるカード読み取り部分
に会員カードをかざし、車両のドアロック
を解除

３ 助手席の前のグローブボックス内にあ ４ 通常のクルマと同じ操作方法で運転。
るキーボックスから、クルマのキー取り出
返却は借りたカーシェアリングステーシ
す
ョンへ

◇料金体系
プラン
カード発行料

法人／学生プラン

月額基本料金

無料

利用料金

ベーシック
プレミアム
6 時間パック
12 時間パック
24 時間パック
アーリーナイトパック
（18：00～24：00）
レイトナイトパック
（24：00～翌 9：00）
ダブルナイトパック
（18：00～翌 09：00）

個人プラン

距離料金

1,550 円
―
1,030 円
（無料利用分 1,030 円分含む）
206 円/15 分
412 円/15 分
なし
4,020 円
6,090 円
8,230 円
2,060 円
16 円/km
2,060 円
2,580 円

【別紙２】
「Ｓｕｉｃａレール＆カーシェア」の利用料金優待方法
(1) 首都圏の Suica エリアから「ＪＲいわき駅」または「ＪＲ湯本駅」まで常磐線で移動し、
カーステーションの最寄駅の自動改札機を「Suica」で出場。
(2) タイムズカープラス車両にて、
「Suica レール＆カーシェア」優待手続きを行う。
① 通常のご利用手順通りタイムズカープラス会員カードで個人認証し、エンジンを始動。

② カーナビの TimesCarPLUS メニューから、「レール＆カーシェア優待」を選択する。

※カーナビ画面

③ メッセージ確認後、車両カードリーダーに対象駅改札機の出場で使用した「Suica」をタッチする。

※カーナビ画面です。

④ 「Suica」に対象駅を出場した当日の履歴があれば、自動的に優待料金へ変更されます。

※カーナビ画面です。

◇「Suica」によるカーシェアリング車両ドア解施錠方法

①「ＩＣカード追加登録」をタッチ。
※カーナビ画面です。

②「Suica」の裏面に記載された
英数字 17 桁を登録。※カーナビ画面です。

③番号入力後、カードリーダーへ
タッチで登録完了

詳しくは WEB をご覧ください。https://plus.timescar.jp/randc/suica/
※個人認証登録をされたお客さまは、次回から「Suica」による車両の開錠だけで、上記(２)の手続きなく優待サービスが自
動で適用されます。
※「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

