
  
  

2019 年 11 月 15 日 

各 位 

オリックス自動車株式会社 

 

 

 

 

オリックス自動車株式会社（本社：東京都港区、社長：上谷内 祐二）は、2019 年 11 月

19 日から、カーシェアリング車両に水素を活用した燃料電池自動車（FCV）「MIRAI」*1

を導入しますのでお知らせします。2019 年 12 月末までに東京都内のオリックスカーシェ

ア 36 拠点に計 36 台を配備します。 

 

本サービスは、東京都環境局が実施する「レンタカー・カーシェアリングにおける ZEV

導入促進事業」において、当社が燃料電池自動車の導入事業者としてカーシェアリング事

業を実施するものです＊2。より多くのお客さまに「MIRAI」の乗り心地を気軽に楽しんで

いただくために、2019 年 11 月 19 日から 2021 年 3 月 31 日までの間、「水素自動車 MIRAI

キャンペーン」を実施します。15 分 150 円からと、「オリックスカーシェア」の通常料金

（デラックスクラス）の約 50％オフでご提供し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

オリックス自動車は、2002 年に国内で初めてカーシェアリング事業を開始しました。当

初から電気自動車やハイブリッド車など、環境に配慮した車両をはじめ、多種多様な車両

を積極的に導入することで、お客さまに車を運転する楽しさをご提供しています。 

今後もお客さまにご満足いただけるよう、利便性やサービスの向上に努めるとともに、

環境負荷の低減にも積極的に取り組んでまいります。 

 

＊1 トヨタが 2014 年 12 月に販売を開始した世界初の量産型燃料電池自動車です。燃料電池に水素と空

気中の酸素を取り込むことで動力を生み出すため、地球温暖化の一因である CO2 を排出しない環境

に優しい車で、約 3 分の充填で約 650km の走行が可能です。 

詳しくは MIRAI のウェブサイトをご確認ください。https://toyota.jp/mirai/ 

 

＊2 2019 年 8 月 9 日付プレスリリース 

  「2020 年 1 月より、オリックスカーシェアに燃料電池自動車を導入」 

https://www.orix.co.jp/auto/press/pdf/release_190809.pdf 

以 上 

       水素の燃料電池車「MIRAI」をカーシェアに導入 

       ～11月19日、東京都との共同事業開始。15分150円から～ 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

オリックス株式会社 グループ広報部 前田・藤原 TEL：03-3435-3167 

https://toyota.jp/mirai/
https://toyota.jp/mirai/
https://www.orix.co.jp/auto/press/pdf/release_190809.pdf
https://www.orix.co.jp/auto/press/pdf/release_190809.pdf


  

◆「水素で走る燃料電池車『MIRAI』キャンペーン」概要◆ 

 

キャンペーン期間 ：2019 年 11 月 19 日～2021 年 3 月 31 日 

 

MIRAI 配備拠点  ：下記の東京都内のオリックスカーシェア 36 拠点 

（2019 年 12 月末までに全台配備予定） 

 

エリア ステーション名 配置予定日 所在地 MAP 

千代田区 
市ヶ谷日本テレビ通り 12 月中 東京都千代田区四番町 4-9 ＭＡＰ  

ＮＰＣ三崎町 11 月 26 日 東京都千代田区三崎町 3-6-6 ＭＡＰ  

中央区 

晴海 4 丁目 11 月 19 日 東京都中央区晴海 4-6 ＭＡＰ  

新月陸橋 11 月 28 日 東京都中央区月島 1-1 ＭＡＰ  

月島駅前 11 月 30 日 東京都中央区佃 2-17-15 ＭＡＰ  

日本橋駅前兜町 11 月 27 日 東京都中央区日本橋兜町 1-13 ＭＡＰ  

港区 

新橋駅前 11 月 19 日 東京都港区新橋 2 丁目東口地下街 1 号 ＭＡＰ  

品川駅港南口 12 月中 東京都港区港南 2-16-1 ＭＡＰ  

港区芝３丁目Ｂ 11 月 26 日 東京都港区芝 3-41-8 ＭＡＰ  

アーク森ビル 11 月 20 日 東京都港区赤坂 1-12-32 ＭＡＰ  

新宿区 早稲田駅前Ｂ 11 月 30 日 東京都新宿区早稲田鶴巻町 512 番地 ＭＡＰ  

渋谷区 

渋谷マークシティ 11 月 19 日 東京都渋谷区道玄坂 1-12-1 ＭＡＰ  

恵比寿ガーデンプレイス 11 月 19 日 東京都渋谷区恵比寿 4-20-7 ＭＡＰ  

代々木駅前ドコモタワー 12 月中 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-24-3 ＭＡＰ  

目黒区 
目黒１丁目 

（オリックス目黒ビル） 
11 月 30 日 東京都目黒区目黒 1-24-12 ＭＡＰ  

大田区 

西蒲田８丁目Ａ 11 月 20 日 東京都大田区西蒲田 8-23-3 ＭＡＰ  

大森北２丁目 12 月中 東京都大田区大森北 2-12 ＭＡＰ  

下丸子４丁目 11 月 30 日 東京都大田区下丸子 4-3 ＭＡＰ  

仲六郷第三 11 月 28 日 東京都大田区仲六郷 3-31-8 ＭＡＰ  

墨田区 
京成曳舟駅前Ｂ 11 月 28 日 東京都墨田区京島 1-37 ＭＡＰ  

向島３丁目Ａ 11 月 29 日 東京都墨田区向島 3-39-12 ＭＡＰ  

江東区 

枝川１丁目 12 月中 東京都江東区枝川 1-2 ＭＡＰ  

南砂トピレックプラザ 12 月中 東京都江東区南砂 6-7-15 ＭＡＰ  

東雲１丁目 UR1 街区 12 月中 東京都江東区東雲 1-9 ＭＡＰ  

練馬区 
光が丘ＩＭＡ 11 月 29 日 東京都練馬区光が丘 5-1-1 ＭＡＰ  

氷川台四丁目 11 月 27 日 東京都練馬区氷川台 4-59 ＭＡＰ  

https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01194
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01194
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st02095
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st02095
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01474
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01474
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01632
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01632
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01828
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01828
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st00017
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st00017
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st00280
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st00280
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st00097
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st00097
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01388
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01388
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01589
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01589
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01430
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01430
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01287
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01287
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01862
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01862
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st02114
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st02114
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01669
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01669
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st02077
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st02077
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st00435
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st00435
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01713
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01713
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st02225
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st02225
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01796
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01796
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01890
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01890
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01656
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01656
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01485
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01485
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01486
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01486
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01201
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01201
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st00209
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st00209


  

平和台駅南 11 月 29 日 東京都練馬区早宮 2-10 ＭＡＰ  

大泉学園駅南口 12 月中 東京都練馬区東大泉 5-29-11 ＭＡＰ  

杉並区 

桜上水駅甲州街道北 12 月中 東京都杉並区下高井戸 3-1 ＭＡＰ  

久我山駅北口 12 月中 東京都杉並区久我山 5-38-8 ＭＡＰ  

西荻窪駅北口 12 月中 東京都杉並区西荻北 3-32-5 ＭＡＰ  

世田谷区 

ＮＰＣ上北沢 1 丁目 11 月 27 日 東京都世田谷区上北沢 1-4-13 ＭＡＰ  

明大前駅前Ｂ 12 月中 東京都世田谷区松原 2-25 ＭＡＰ  

ＮＰＣ経堂第４ 11 月 23 日 東京都世田谷区宮坂 3-16-3 ＭＡＰ  

ＮＰＣ経堂第２ 11 月 23 日 東京都世田谷区宮坂 3-2-7 ＭＡＰ  

武蔵野市 吉祥寺本町１丁目 12 月中 東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-20-3 ＭＡＰ  

 

 

ご利用方法  ：「オリックスカーシェア」会員にご登録いただくとご利用いただけます。 

※「d カーシェア®」でもご利用いただけます。 

 

ご利用料金  ：月額基本料 ＋ 時間料金 ＋ 距離料金 － サービス料金 

 

 

 

 

ご注意事項  ： 

①本車両は水素（H2）ガスのエネルギーで走行する水素 FCV（燃料電池車）で、専用の水

素ステーションでの水素ガス充填が必要です。従来のカーシェア運用と同様、十分に水素

ガスが充填された状態にしているため、基本的にお客さまご自身での充填は不要ですが、

長距離利用の際など水素ガスが不足する可能性がございます。あらかじめ、水素ステーシ

ョンをご確認ください。 

※MIRAI はデラックスクラスの車両となります。 

※d カーシェアご利用の場合は上記料金が異なりますのでご注意ください。 

 

 

クラス デラックスクラス MIRAI デラックスクラス MIRAI

310 → 150 460 → 220

4,200 → 2,800 6,300 → 4,200

6,800 → 4,200 10,200 → 6,300

8,400 → 5,400 12,600 → 8,100

2,600 → 1,800 2,600 → 1,800

16 → 15 16 → 15

時間料金

個人Bプラン

無料

ー

プラン
料金

サービス料金

距離料金　(/kmあたり)　

月額基本料

24時間パック

夜間パック(20-翌9)

15分料金

6時間パック

12時間パック

個人Aプラン

840

ー840

https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01728
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01569
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01946
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01946
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01983
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01983
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01748
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01748
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st02052
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st02052
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st02279
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st02279
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st02092
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st02092
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01684
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st01684
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st00732
https://station.orix-carshare.com/orix-carshare/spot/detail?code=st00732


  

②水素ステーションは都内に 14 カ所（2019 年 11 月現在）ありますが、営業日・営業時間

が異なりますのでご注意ください。 

水素ステーション URL：http://fccj.jp/hystation/kanto.html#hystop 

③水素ガスを充填された際は、従来の給油とことなり事後清算となります。領収書を保管

の上、「オリックスカーシェア問い合わせ受付センター」(03-5958-3012)までご連絡くださ

い。 

④本事業車両(MIRAI)のご利用後、アンケートにご協力ください。 

 

詳しくはオリックスカーシェアの公式ウェブサイトをご確認ください 

https://www.orix-carshare.com/campaign/mirai/ 

 

http://fccj.jp/hystation/kanto.html#hystop
http://fccj.jp/hystation/kanto.html#hystop
https://www.orix-carshare.com/campaign/mirai/
https://www.orix-carshare.com/campaign/mirai/

