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ログイン／情報登録



1. ログイン
初めての方は右記URLもしくはQRコードより登録サイト
へ移動し、「新規ユーザー登録」から会員登録をしてい
ただきます。

既に会員登録されている方は、電話番号とパスワード
を入力し、ログインしていただきます。

＜パスワードを忘れた場合＞
入力した電話番号のSMSに「パス
ワード」が送信されますので、「電
話番号」と「新しいパスワード」を入
力して、ログインしてください。
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【登録用サイト】

【https://www.lemobility.net/】



2. 新規会員登録
SMSに送信された「パスワード」を
入力し、「送信」をタップしてくださ
い。

「免許証登録へ」をタップしてくださ
い。
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0000000000



3. 免許証登録
「カメラ」ボタンをタップしてください。

カメラが起動しますので、免許証を
撮影してください。

※スマートフォンを横にして、影が
入らないように撮影してください。
※数回試しても承認されない場合
は一度スキップし、会員登録後に
再度お試しください。

「送信する」をタップしてください。
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3. 免許証登録
スキャンされた免許証情報が正し
いか確認してください。間違ってい
る箇所は修正してください。

確認したら、「登録する」をタップし
てください。
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「ユーザー情報登録へ」をタップして
ください。

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○



4. ユーザー情報登録
ユーザー情報が正しいか確認して
ください。間違っている箇所は修正
してください。

メールアドレスと確認用メールアド
レスを入力し、「確認する」をタップ
してください。
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ユーザー情報が正しいか確認してく
ださい。

「重要事項の確認へ」をタップしてく
ださい、

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○



5. 重要事項確認
「賃渡約款」と「事故/違反等の課
金ポリシー」をそれぞれタップし、記
載内容を確認してください。

「賃渡約款に同意する」と「事故/
違反等の課金ポリシーに同意す
る」をタップし、チェックを入れてくだ
さい。

「同意して登録」をタップしてくださ
い。
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6. クレジットカード情報登録
「クレジットカード情報を登録する」
をタップしてください。

※クレジットカード情報を登録しな
いと、車を利用することはできませ
ん。
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クレジットカード情報を入力してくだ
さい。

「クレジットカード情報を登録する」
をタップしてください。

○◯株式会社
社員/ 一般
名前



6. クレジットカード情報登録
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「登録完了」画面に遷移したら、
「トップへ」をタップしてください。



7. 登録情報変更（マイページ）
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マイページからお客様ご自身の各
種情報が変更できます。

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○
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予約／予約変更



8. 車の予約
「車を予約する」をタップしてください。
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「利用開始日」を選択してください。

○◯株式会社
社員/ 一般
名前



8. 車の予約
「利用開始時間」を選択してくださ
い。
（15分単位となっています。）
「OK」をタップしてください。

※利用開始は15分以内での予
約はできません。
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「利用時間パック」を選択してくださ
い。



8. 車の予約
「乗車ステーション」を選択してくだ
さい。
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「返却ステーション」を選択してくだ
さい。



8. 車の予約
「他の場所に返却」を選択した場
合、乗り捨て可能な駐車場が表
示されます。
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「v」押下で乗り捨て可能な駐車
場リストが表示されますので、乗り
捨てしたい駐車場を選択してくださ
い。



8. 車の予約
利用可能車の中から、ご希望の車
種を選択し、「予約車両確認へ」
をタップしてください。
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「安心補償サービス」を付ける場合
はチェック項目にチェックを入れてく
ださい。
※安心補償サービスについては「保険・補償内
容」からご確認ください。

「重要事項確認へ」をタップしてくだ
さい。



8. 車の予約
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「賃渡約款」と「事故/違反等の課
金ポリシー」をそれぞタップし、記載
内容を確認してください。

内容が確認でき、ご同意いただけ
る場合は各項目にチェックを入れて
ください。

「同意して予約する」をタップしてく
ださい。

予約完了画面に遷移します。

すぐに車を利用する場合は「車を
利用する」をタップしてください。

続けて予約する場合は「続けて予
約する」をタップしてください。

ホームに戻る場合は「ホームに戻
る」をタップしください。



9. 予約の変更
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「予約一覧」をタップしてください。

「日時変更」をタップしてください。

◯◯株式会社
社員/ 一般
名前



9. 予約の変更
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利用日時、利用時間パック、降車
ステーション、車両項目の中で変
更したい項目を選択変更し、「予
約時間を変更する」をタップしてくだ
さい。

※予約開始時間1時間以内での予約変更、
予約開始時間1時間以内への予約変更はで
きません。

確認画面になるのでよろしければ
「はい」をタップしてください。



最後に完了画面が表示されます。

9. 予約の変更
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10. 予約のキャンセル
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「予約一覧」をタップしてください。

「キャンセル」をタップしてください。

※予約開始時間1時間以内での予約
キャンセルはできません。

「はい」をタップすると、予約が削除
されます。

◯◯株式会社
社員/ 一般
名前
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利用／返却



11. 車の利用開始／解錠
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トップページから「車を利用する」を
タップしてください。
予約時間の15分以内から利用で
きます。

「利用可能」と表示されていれば、
利用できます。

「利用不可」と表示されている場合
は利用はできません。

「車両を利用する」をタップしてくだ
さい。

◯◯株式会社
社員/ 一般
名前



11. 車の利用開始／解錠
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「利用する」をタップしてください。

解錠のための通信が行われますの
で、少々お待ちください。



11. 車の利用開始／解錠
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左記画面になったら解錠完了です。

時間を守って返却をお願いいたし
ます。



12. 車の返却／施錠
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車を返却する場合は「車を利用す
る」ボタンをタップしてください。

「返却」ボタンをタップしてください。

◯◯株式会社
社員/ 一般
名前



12. 車の返却／施錠
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各返却項目を確認し、チェックを入
れてください。

「返却する」ボタンをタップしてくださ
い。



12. 車の返却／施錠
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返却完了画面が表示されます。

車が施錠されます。



13. 車の利用延長
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「車を利用する」ボタンをタップしてく
ださい。

画面左下の「予約時間延長」ボタ
ンをタップしてください。

◯◯株式会社
社員/ 一般
名前



13. 車の利用延長
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「延長時間を選択」ボタンをタップし
てください。

延長時間を選択し、「OK」ボタンを
タップしてください。

※1時間未満の場合は「00」の選
択を忘れずに設定してください。
※延長は一回だけ可能です。余
裕を持って時間設定をお願いいた
します。



13. 車の利用延長
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延長時間に間違いがないかを確
認し、「予約を延長する」ボタンを
タップしてください。

延長時間に間違いがないかを最
終確認し、 「はい」をタップしてくだ
さい。

延長完了を確認し、「OK」をタップ
してください。



14. 領収書の出力
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「利用履歴」をタップしてください。

領収証が必要な利用履歴の「領
収書」をタップしてください。

◯◯株式会社
社員/ 一般
名前



14. 領収書の出力
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宛名を入力すると、「領収書出
力」ボタンが有効になります。

ご登録のメールアドレスに「領収
書」が送信されます。
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車の操作方法



15. 出発前準備

36

■鍵の取り出し方法

グローブBOXを開けて鍵を取り出します
。

助手席足元にあるETC車載器にETCカ
ードを挿入してください。

運転席右下の給油口開レバーを手前
に引くと、給油口を開けることができます
。

セルフガソリンスタンドではキャップを緩め
ることで給油することができます。

※油種：レギュラー

■給油の方法

■ECTカードの挿入位置



16. 車の発進
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■エンジンの始動方法

ブレーキを踏みながらスタートスイッチを
押します。

ブレーキを踏みながら、
サイドブレーキを解除します。

・上げた状態：ブレーキ

・下げた状態：ブレーキ解除

シフト(セレクト)レバーを
【P】→【D】へ移動させます。

・右側にスライドして手前に倒すと

”ドライブ ポジション(D)”に入ります。
・右側にスライドして奥側に倒すと

”リバース/バック(R)”に入ります。

■車の発進方法



17. 各部位調整方法
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■運転席の調整

○サイドミラーを開閉できます。
◯① ← →
角度を調整するサイドミラーの
左右切り替えスイッチ
◯② ↑ ↓ → ←
角度調整スイッチ

・ハンドルレバー調整

① ②

③ ④

□
①車両接近通報一時停止スイッチ
ハイブリッドカーで低速走行時、エンジンを使用せず、モーターを使い走
行している場合、車両の接近を周囲の人に知らせるため、車速に応じ

た音階を発生させる装置です。

②エマージェンシーブレーキ
前方の車両や歩行者と衝突する危険を察知 した場合、警報と自動ブ
レーキにより、ドライバーの衝突回避操作を支援します。

③VSC
急ハンドルや雪道など滑りやすい路面で、カーブ するときに横滑りを抑
えて、クルマを安定させるシ ステムです。

④LDW(車線逸脱警報) 点灯ON／消灯OFF
車速約60km/h以上で、運転者が意図せず走行車線から逸脱しそう
にな ると、警報音と表示によって運転者に注意を促します。

①

②

■サイドミラーの調整

■走行支援ボタン

・背もたれ位置の調整

・座席位置（前後）調整

・座席の高さ（上下）調整



17. 各部位調整方法
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■各種ライトの点灯

右手ハンドル奥にあるライトレバーのスイ
ッチを回して操作します。

パッシングやハイビームを行うと、メーター
に青い表示灯が点灯します。

運転席と助手機の間、ナビの上

にあるハザードスイッチを押すと、ハザード
を点灯させることができます。

※写真はイメージで、車種により実際の配置と異なる場合があります。

・フロントライト

・ハザード



18. その他
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■各種ライトの点灯

運転席ドアの鍵ボタンで、全てのドアの
施錠・解錠ができます。

後部座席ドアを開けた内側にチャイルド
ロックレバーがあります。ロックをかけること
で車内からは開けられなくなります。

ブレーキを踏みながら、スタートスイッチを
押すとハンドルロックが解除されます。

※写真はイメージで、車種により実際の配置と異なる場合があります。

・ハンドルロックの解除

・ドアロックの施錠・解錠

・チャイルドロック
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その他



19. ルールとマナー
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■シートベルトの着⽤
運転中は、シートベルトの着用が義務付けられています。同乗者全員の着用が必要です。
チャイルドシートを着用の際は、シートベルトを忘れないようご注意ください。
また、シートベルト着用無しの状況で事故にあった場合は、保険・補償の対象外となる場合
がありますので、十分ご注意ください。

■運転中の携帯電話やスマートフォンの利⽤
ドライバーがスマートフォン・携帯電話を利用しながらの運転は、法律で禁止されています。車
内で利用される場合は、安全な場所に停車してご利用ください。

■安全速度の遵守
スピードオーバーに注意して、制限速度をお守りください。

■飲酒運転
飲酒運転は犯罪です。絶対にやめましょう。

■居眠り運転、過労運転
睡眠や休息を十分にとってから、運転してください。

【主な交通ルール】
運転時は道路交通法を守り、安全運転でご利用ください。

【ご利⽤時のマナー】

■⾞での喫煙
車での喫煙は原則禁止としております。
マナーを守ってご利用いただきますようご協力お願いいたします。

■ペットの同乗
ペットの同乗は原則禁止としております。
マナーを守ってご利用いただきますようご協力お願いいたします。



20. Q&A / 良くある質問
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【Q&A / 良くある質問】

【サポートセンター連絡先】

Q：何分前から借りれますか？
A：予約時間の15分前から解錠、ご利用が可能となります。

Q：直前の予約は可能ですか？
A：車両に空きがあればご利用いただけます。

※15分間隔での予約となります。
（例：現在12:50の場合
→13:15〜の予約で、13:00から解錠・利用可能。）

Q：予約をキャンセルしたいのですができません。
A：ご予約開始時間1時間を切りますと、キャンセルが不可となります。

Q：予約の返却時間に間に合いそうにありません。
A：予約ページより、ご利用の延長手続きを行ってください。
後ろの予約の関係で延長できない場合は、お電話でご連絡ください。

無断超過は他のお客様のご迷惑にもなります。
お時間には余裕をもって、予約をお取りください。

Q：施錠後に車内に忘れ物をしてしまいました。
A：下記サポートセンター(Carlmon Share Netアプリに関する)に
お問い合わせください。

Q：故障・事故にあった場合はどうすればいいですか？
A：突然の故障、または事故を起こした場合は速やかに
下記サポートセンター(故障や事故などに関する)へご連絡ください。

故障や事故などに関するお問い合わせ

!0120 - 654 - 159（24時間対応）

Carlmon Share Netアプリに関するお問い合わせ
!0120 - 29 - 0550（平日 9:00〜17:00）


