
⾃転⾞シェアリングのすすめ     2019.10.27      ⼩松  
 「レンタサイクルはもう古い︕、⾃転⾞もシェアリング時代へ︕」
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１．特徴
（１）どこでも貸出・返却可能（エリア内「ポート」は密にある）
（２）おサイフケータイまたは suica、PASMO かざして、すぐ貸出
（３）⽀払いはクレジットカードだからキャッシュレス
（４）⾃転⾞保険完備（⾃他ともに補償）
（５）全⾞アシスト付き

２．東京 23 区で利⽤出来るのは 4 社（2019.10 時点）
 ・ドコモバイクシェア （Docomo）
 ・HELLO CYCLING（ソフトバンク）
 ・PiPPA（オーシャンブルースマート ）
 ・COGICOGI（コギコギ KK）
  ※東京以外に事業展開もしていますが、詳しくは割愛。

３．ここでは、「ドコモバイクシェア」を取り上げます
 ドコモの回し者ではありませんが、⼭⼿線内に展開していて、
 四⾕ひろばの新宿区が⼊っているので、とりあげます。
  ※興味のある⽅は他社 Web ページも参照して下さい。

４．そもそも「東京・⾃転⾞シェアリング」とは （Wikipedia より）
 東京都は 2020 年東京オリンピックに向けて環境先進都市としての施
策をいくつか進めているが、その中の「CO2 フリー⽔素の活⽤に向け
た連携」の交通⼿段として⾃転⾞シェアリングを推進している。2018
年 11 ⽉時点では、千代⽥区、港区、新宿区、中央区、⽂京区、江東区、
渋⾕区、品川区、⼤⽥区で⾃転⾞シェアリングを展開し、区をまたがっ
た利⽤を進めている。

 実証実験には NTT ドコモが参画しており、ドコモ・バイクシェアの
システムを使⽤している。
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５．東京⾃転⾞シェアリングまとめ
 ●東京都が推進し、現状では 10 区どこでもで貸出・返却可能
   10 区（千代⽥区、中央区、港区、新宿区、⽂京区、
       江東区、品川区、目⿊区、⼤⽥区、渋⾕区 ）
 ●ドコモが運営
 ●料⾦は以下のとおりです

 ●登録は PC、スマホから、⽀払いはクレジットカード
  PC またはスマホからユーザー登録をします、この時、⽀払い⽤の
  クレジットカードが必要。現⾦⽀払いは 1 ⽇パスのみです。
   登録には①スマホ  (PC) ②      クレジットカード  が必須
 ●利⽤には、おサイフケータイまたは交通系 IC カード
   利⽤にはおサイフケータイ⼜は suica  ⼜は PASMO  が便利︕
  ※必須ではないが、ここでは、これらを使う前提で説明します。
 ●⾃転⾞保険完備で安⼼
 ●アシスト付きで楽に乗れる
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 ●貸出・返却できる「ポート」は︖
  例として新宿区、江東区、中央区のポートは下図に⽰しました。
   ※他の区は「東京⾃転⾞シェアリング」で検索し、
    ポートマップを参照して下さい。

-  3  -



６．会員登録⽅法
 下記サイトから⼊る（他にもサイトがありますが、このサイトは PC
でもスマホでも同じですから、お薦めします）
httpst//docomo-cycle.jp/tokyo-project/index.html 
 URI ⼊⼒は⾯倒なので「東京⾃転⾞シェアリング」で検索し、下記
ホームページに⼊って下さい。

と、登録⽅法の動画を⾒ることが出来ます。登録⽅法は「PC の場合」、
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「スマホの場合」と分かれてありますので、お好きな⽅をご覧ください。
もう⼀つの動画は、「使⽤⽅法」の動画です。使いはじめに⾏う、おサ
イフケータイや suica、PASMO の登録、および⾃転⾞の借り⽅、返却
⽅法が説明されています。⼀度是非ご覧ください。
 動画を⾒終わったら、スクロールして、「東京⾃転⾞シェアリングと
は︖」を読んで下さい。料⾦のことなど書かれています。
 次は「安全運転」とあります。⾃転⾞安全運転五則など目を通してく
ださい。
 最後は「各サービスエリア」です。「会員登録」はここから⼊ります。
スマホの場合は、スクロールして⾏くと、千代⽥区以下縦に各区が並ん
でいます。
 東京 10 区どの区を選ぶかですが、
⾃分の住んでいる区がいいと思います。
10 区以外の⽅は、最寄りの区でもいい
ですし、利⽤する場所の区を選ぶのも
いいでしょう。目的の区が決まったら
タップします。各区によってページデ
ザインが少し異なりますが、内容は⼤
きく変わりません。
 右図はスマホで江東区を選んだ場合
です。PC の場合はデザインが違います
が、会員登録に進むには、PC でもスマ
ホでも「会員登録/ログイン」をタッ
プして下さい。タップすると、次⾴の
”ログイン/Login”画⾯が表⽰されます。

スマホで”江東区”を選択したところ
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ここは、新規会員登録ですから何も⼊⼒せずに、ここをタップする。

 このあとは、所定のフォームに⼊⼒していきます。はじめに、ユー
ザー ID とパスワードを⼊⼒しますので、あらかじめ⾃分で決めておき
ましょう。なおパスワードは、常識的な半角英数 8 ⽂字以上と考えてい
いでしょう。
 他の⼊⼒情報の注意点について、以下に記しておきます。
・会員証登録には、チェック⼊れましょう
・メルアド--「スマホで受けられるアドレスとする」
     ※外出先でスマホを使って連絡する場合があるから
・会員プラン--「時々使う⼈は１回会員、通勤通学などは⽉額会員で」
・郵便番号--「対象 10 区以外の⽅でも、⾃分の住所の郵便番号を」
 最後に、「お⽀払い情報」即ちクレジットカード情報を⼊⼒し、「会
員登録」が終了です。
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７．会員証登録（IC カードまたはおサイフケータイ登録）
 その前に、まず、⾃転⾞の借り⽅から説明します。ポートのある駐輪
場へ⾏き、ポートに並んでいる⾃転⾞の中から、お好みの 1 台を決めて
から、下図のように、次の①〜③で借りられます。
 ①操作パネル（サドルの後ろにある）の START を押す
 ② IC      カードまたはおサイフケータイ  を所定の位置にかざす
 ③電⼦錠が開く

 「会員証登録」とは、②で使う      IC      カードを登録することです。  この
IC カード（またはおサイフケータイ）は、ご⾃分の普段使っている IC
カードまたはスマホです。つまり「会員証登録」とは、ご⾃分の IC
カードまたはスマホを、上記のように使うため「登録」することを指し
ます。登録出来る IC カードは、交通系 IC カードで、suica、PASMO で
す。（注意︕）IC カードやおサイフケータイのチャージ⾦額から引き
出されることはありません、⽀払いはあくまでクレジットカードです。
 なお、この IC カードは、もう⼀つ役目があります。乗っている途中
で、⼀時駐輪した場合の再開にも使います。

パネルで STARTを押し、 IC

カードをかざす 開錠︕
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※おサイフケータイ、交通系 IC カード、いずれも持っていない場合は、「専⽤ IC カー
ド」が⽤意されていて、500 円ですので、購⼊して下さい。⼿続きは、運営事務局
0120-116-819 に問い合わせてください。

※「会員証登録」は 2 段階、⼀度登録すれば以後は必要ありません。
第１段階（パスコード取得）
 「６．」の「会員登録」時に「会員証登録にチェック」すれば、完了時にパス
コードは発⾏されます。会員登録が完了した段階でマイページか、メルアドに到着
する確認メールで「8 桁のパスコード」を確認できたら、第１段階は不要です。
 ①東京⾃転⾞シェアリングのマイページを開く(注:下記[補⾜]参照)
 ②会員情報タップ
 ③会員証登録をタップ
 ④メールが届き、パスコード 8 桁を確認

 第      2      段階（  IC      カード登録）  
  ⓪ポート（駐輪場）へ⾏く
  ①操作パネルで、START→ENTER と押し、パスコード 8 桁を⼊⼒
  ② IC カード（suica、PASMO、専⽤ IC カード）またはおサイフ
   ケータイをタッチする。表⽰窓に「登録中」→「成功」で完了。
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８．借り⽅
    ①キーボードの START ボタンを押す
    ②おサイフケータイまたは IC カードを読み取り⾯に当てる
    ③開錠される（ガシャン）
    ④乗る
   簡単に⾔えば、『  START  、  IC      カード当』  

９．返し⽅
    ①ポート（駐輪場）のラックに前輪を差し込み駐輪する
    ②施錠する（ノブがあるので押しながら施錠）
    ③キーボードのエンターキーを押す（「返却」表⽰確認）
     ※メールが来る
   簡単に⾔えば、『施錠、エンターキー』

１０．⼀時駐輪と再利⽤
    ①施錠する
     ---⽤事を済ませる---
    ②キーボードの START ボタンを押す
    ③おサイフケータイまたは IC カードを読み取り⾯に当てる
   簡単に⾔えば、『施錠、  (  ⽤事  )  、  START  、カード当』  

１１．乗る時の注意事項
 シェアサイクルですから、不特定多数の⽅が利⽤します。前に乗って
いた⽅が、バッテリを多く使っている場合もあります。また、故障も有
り得ますので、乗る前には以下の点必ずチェックしましょう。
 ①ハンドルに付いているメータを ON にしてバッテリ残量チェック
   私の経験では、1時間で10％バッテリを消費しました。
   予想される使⽤時間から、必要なバッテリ残量以上の
   ⾃転⾞を選びましょう。
 ②パンクの有無、空気圧チェック
 ③ブレーキチェック
 ④最後に、汚れなど、ざっとチェックしましょう。
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１２．いろいろ疑問
 ●同時に複数の⾃転⾞は利⽤できない。
 ●予約キャンセルはできる、開錠後乗る前なら 0120-116-819 、
  でキャンセルできるが、⾯倒。乗り出したらキャンセル不可。
 ●ポート以外では返却出来ない。ポート付近のみ電波あるから。
 ●バッテリ切れ起こしたら、⾃⼒で漕ぐことは可能だが、
  返却⼿続きは不可。0120-116-819 へ問い合わせる。
 ●利⽤は 24 時間 OK。
 ●携帯電話を交換したら、
   おサイフケータイは再登録すること。
   IC カードはそのまま使える。
 ●携帯電話会社変更は、メルアドが変ったらマイページで変更を、
   携帯電話会社によらない G メールなどはそのままで OK。
 ●クレジットカード変更は、マイページから。
 ●退会は、随時可能で、⼿続きはマイページから。
 ●パンク、盗難は 0120-116-819 へ連絡を。
 ●事故は、警察へ連絡、事務局 0120-116-819 へも連絡
  保証は保険の範囲になります。

[補⾜]マイページの開き⽅
 ①ビューア起動
 ②東京⾃転⾞シェアリング HP 開く（ブックマークしておくと便利）
 ③登録した「区」をタップ
 ④会員登録/ログインをタップ
 ⑤ユーザー ID、パスワード⼊⼒し、「ログイン/LOGIN」タップ
 以上でマイページに⼊れます。なお、ユーザー ID、パスワードを
 保存するにしておくと楽になります。
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