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【ＳＫＹシェアカー マニュアル】

ＳＫＹシェアカーは、スカイレンタカー四国のレンタカーを、県
内サテライトオフィス企業で申し込みをすれば利用できる、簡易
のグループカーシェアサービスです。
普段は徳島阿波おどり空港近隣駐車場内に駐車させており、空港
から各拠点へのアクセスに非常に便利です。
予約、確認はGoogleカレンダーで共有していきます。

ご利用前にご一読ください。

【利用可能車種】

●デイズルークス【徳島580わ2763】（日産）

●マーチ【徳島500わ5137】（日産）
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■デイズルークス
■マーチ
▽使用可能期間
日帰りから長期ご利用可

▽車種
【日産・デイズルークス 徳島５８０わ２７６３・４人乗り】
・音楽再生機能…ＡＵＸ付ナビ
【日産・マーチ 徳島５００わ５１３７・５人乗り】
・音楽再生機能…Bluetooth付ナビ

【シェアカー車種】

▽鍵の受取り

徳島空港ビル管理 1F 警備員室

▽駐車場所
徳島阿波おどり空港交流施設付帯施設
シェアカーポート（空港より徒歩５分）

▽車両の空きがない場合
スカイレンタカー徳島空港店に直接ご連絡ください。
【０８８-６９９-３９７７】
シェアカー料金にてご対応させていただきます。
但し、急な予約の場合、空きがない場合もございます。
※この場合スカイレンタカー徳島空港店店舗にての受け渡しとなりますので店舗まで無料送迎にて対応
させていただきます。

【マーチ】

【デイズルークス】
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従業員
専用ドア
「STAFF ONLY」

警備室が
あります。

① １Fチェックインカウンターの(JAL)横の従業員専用ドアから入る。
② 警備室で、グリーンバレーの紹介でシェアカーを借りたい旨とご予約の

車種を申し出る。
③ カギを借り受ける。
④ 駐車場に移動し、ご予約車両を出庫しご利用ください。

【阿波踊り空港 鍵受け取り場所】

鍵の受け渡しができるのは
朝6時～夜9時半までです。
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■使用簿 ※全シェアカー共通

各車内にあります。走行前と走行後に記入をしてください。

【シェアカー利用方法】
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【シェアカー】駐車場_アクセス

(新)シェアカー駐車場

(旧)シェアカー駐車場

空港ターミナルビル西側に徒歩5分の場所に新設駐車場があります。
【徳島阿波おどり空港交流施設 シェアカーポート】
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※ガソリン代 実費
オプションにて委託もあり

【使用料】

※支払いは振込のみとさせていただいております。
→月末締め、翌月請求書を発送します。

請求書到着日から翌月末以内に指定の口座にお振
込みをお願いいたします。

燃料満タンor委託に関しては予約時に選択をお願
いします。

満車による予約不可の場合はスカイレンタカー
徳島空港店までご連絡をお願いします。
【０８８-６９９-３９７７】
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クラス 車種名
通常コーポレート
料金（日額）
基本料金のみ

利用者名
シェアカー料金
基本料金のみ

1日

オプション

月額固定料金
基本料金のみ

月額固定料金
免責補償加入

NOC
休業補償免責補償加入

（1日/550円）
燃料給油委託
（1回/550円）

SKT
軽自動車
4人乗り

デイズルークス 4,840
サテライトオフィス

関係者様
3,200 3,750

合計ご利用日数
+550円+燃料代

64,000 72,250
自走可能 ：20,000円
自走不可能：50,000円

S
コンパクト
5人乗り

マーチ 4,950
サテライトオフィス

関係者様
3,500 4,050

合計ご利用日数
+550円+燃料代

70,000 78,250
自走可能 ：20,000円
自走不可能：50,000円

A
ミドル
5人乗り

ノート 5,500
サテライトオフィス

関係者様
3,800 4,350

合計ご利用日数
+550円+燃料代

76,000 84,250
自走可能 ：20,000円
自走不可能：50,000円

WS
ミニバン
７人乗り

シエンタ 7,920
サテライトオフィス

関係者様
4,100 4,650

合計ご利用日数
+550円+燃料代

82,000 90,250
自走可能 ：20,000円
自走不可能：50,000円

WA
ワゴン
８人乗り

セレナ 10,120
サテライトオフィス

関係者様
5,200 5,750

合計ご利用日数
+550円+燃料代

104,000 112,250
自走可能 ：20,000円
自走不可能：50,000円

EVC
ハイグレード

5人乗り
リーフ 6,600

サテライトオフィス
関係者様

5,400 5,950
合計ご利用日数
+550円+燃料代

108,000 116,250
自走可能 ：20,000円
自走不可能：50,000円

※免責補償加入は１日につき５５０円が追加になります

※燃料給油委託は１回の貸渡で５５０円が追加になります。



【シェアカー登録】

SKYシェアカーに関するお問い合わせ、および緊急連絡先

スカイレンタカー四国株式会社 〒771-0219
スカイレンタカー徳島空港店 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓265-3

０８８-６９９-３９７７（ＴＥＬ）
０８８-６９９-８８０８（ＦＡＸ）
tokushima_airport@sky-s.co.jp(mail)
【営業時間９：００～１９：００】

■予約のためGoogleカレンダーに
メールアドレスを登録します

まずは利用希望のかたに契約書２部（お客様控・会社控）、利用申込兼同意書を
メールにて添付させていただきます。
契約書２部に押印と利用申込兼同意書にご署名をいただき、下記住所まで原本と
運転者免許証コピーの郵送をお願いいたします。

＜メール送信先＞
スカイレンタカー四国担当： tokushima_airport@sky-s.co.jp

件名：シェアカー登録希望
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（既にGoogleアカウントを持っている場合、次のページへ）

【登録】Googleアカウントを持っていないかた

①下記のような内容でメールが届きますので本文内にあるＵＲＬにアクセスをしてください。

②ＵＲＬにアクセスするとGoogleよりログインを求められます。
ーアカウントをお持ちの方→カレンダーの追加をしてください。
（既にGoogleカレンダーをお使いの方は「予定の編集権限をあなたに付与しました」とメールが来るので
「このカレンダーを追加」をクリックし使用可能にする）

ーアカウントをお持ちではない方→アカウントを作成してください。

③カレンダーを追加を選択し予約可能になります。
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【登録】Googleアカウントを既に持っているかた

①下記のような内容でメールが届きますので本文内にあるこのカレンダーを追加をクリック。
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【登録】カレンダー追加の確認

②新しくカレンダーに追加されたことを確認してください。
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【予約】まず始めに…

①まずカレンダーの表示を【月】にしてください

月表示にする！
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【予約】予約日程の選択
②使用したい期間に他の予約が入ってないか確認し、空きがあればカレンダーの
日付（出発日）をクリックする。

※注意
⑴既に入っている予約を触らないでください
⑵２台あるシェアカーの空いている車両を確認し予約をしてください
２台の予約の確認方法は帯の色別確認をしてください

⑶万が一重複して予約が入った場合は先の予約を優先とします

利用したい【スタート日】をクリック
＊数字の下側（空白）部分をクリック

この部分
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【予約】予約可否の例

例：下記カレンダーの場合

・１５日～１８日まではデイズルークス、マーチ共に満車のため予約はできません
・５日～１４日まではデイズルークスは予約可能、１５日にかかると予約はできません

２台満車のため予約不可期間
デイズルークス
予約可能期間

デイズルークス・マーチ 予約可能期間

デイズルークス予約可能期間 マーチ予約不可期間

＊満車による予約不可の場合はスカイレンタカー徳島空港店までご連絡ください
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【予約】予約者名入力

②「タイトルと日時を追加」部分に「・社名・予約者名」を入力してください
この入力情報が共有カレンダー一覧に表示されます
＊保存はまだクリックしないようにしてください
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【予約】出発時刻入力

③出発時刻を入力します
⑴【時間を追加】をクリック
⑵出発日の利用開始時刻をクリック
⑶プルダウンで時刻が出てくるので予約開始時刻を選択する

クリック

③‐⑵③‐⑴

クリック

③‐⑶

選択する
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【予約】返却日・返却時刻入力

④返却日と返却時刻を入力します
⑴返却日が出発日と違う場合は右側の日付をクリックする
⑵カレンダーが出てくるので返却日をクリックする
⑶返却時刻を選択する

④‐⑴

クリック
④‐⑵

クリック

④‐⑶

クリックして
時刻を選択
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【予約】予約詳細情報の入力
⑤説明を追加をクリック ⑤⑴飛行機便名（往路、復路）

⑵運転者名
⑶運転者携帯番号
⑷免責補償加入の有無
燃料給油委託有無 を入力する

※飛行機便が決まってない場合、入力しなくてもO.K.
決定後入力してください
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【予約】空車車両を選択

⑥予約予定日時で空いている車両を選択してください
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【予約】保存・予約の確認

⑦保存をクリックし登録する ⑧カレンダー上に予約期間に選択した車両（色）の
帯が表示されていると予約ができています
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【出発】空港から駐車場まで

１．空港４番出入り口から出てください。 ２．バス乗り場を通過してください。 ３．そのまままっすぐ歩き、トヨタレンタ
カーさんを目指してください。

４．トヨタレンタカーさんにつきあたった
ら右折してください。

５．タイムズレンタカーさん、日産レンタ
カーさんの前を通り最終右手に見えてきま
す。

６．到着です。
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【返却】目的地から空港駐車場まで

１．ニッポンレンタカーさんが見える交差
点を右折してください。

２．左手にトヨタレンタカーさんが見えた
ら左折してください。

３．タイムズレンタカーさん、日産レンタ
カーさんを越えれば右手に見えます。

４．到着です。５．看板側５台分で空いている場所へ停め
てください。
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【駐車場_シェアカー駐車位置】

１：サイファー・テック美波号（日産・Cube）
２：兵頭デザイン号（トヨタ・ファンカーゴ）
３：ソノリテ号（日産・ティーダ）

４：日産・デイズルークス
５：日産・マーチ

看板側の５台分がシェアカー
置き場になっています。
空いている場所へ置いてください。
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スカイレンタカー
徳島空港店

４

１

２

３

【最寄りのガソリンスタンド】

①コスモ石油 オートステーションセルフ空港SS / 丸善商事(株)

088-699-3236

徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓103-6

②コスモ石油 賀川石油 / 松茂ＳＳ
088-699-2116

徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓168-1

③（株）ジーピーアールジャパン とくしま空港ＳＳ
088-699-0866 

徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵153-3 

④エネオス (有)喜来石油 / 広島ＳＳ
088-699-2759

徳島県板野郡松茂町広島字北川向二ノ越154-1

※記載されている時間と距離は、あくまで目安となっております.

各店舗の定休日はお電話にて事前にご確認ください。

※社内搭載のファイル内にもガソリンスタンドマップは
入っています。
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安全第一！交通法規を守って安全運転でお願いします。

・使用料金は別紙参照。

・必ず返却時にガソリンを満タンにしてご返却ください。（契約内容により満
タン返し不要プラン選択可能）

・保険適用外の事故や修理、紛失等、請求は全て自己負担です。
保険を適用とした場合でも、契約内容により免責がございます。

・運転申請した使用者以外の運転は原則禁止。又許可なく貸出しも不可です。

・使用簿は走行前と走行後に必ず記入してください。

・その他、乗出し時異常を発見した場合は速やかに管理者（スカイレンタカー
徳島空港店）までご連絡ください。

・その他、貸渡約款（車内搭載）に準ずることとします。

保管は丁寧に、次の人が気持ちよく乗れるようにご使用ください。

【シェアカー使用規定】
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空港までの出張作業が必要になった場合（事故以外）、出張作業
料+交換部品が必要な場合は交換部品実費にてご請求させていただ
きます。
【出張作業料…２，０００円】

＊トラブルと請求額＊

・タイヤパンク修理 …実費+２，０００円
・バッテリー上がり

…（交換の場合）実費+２，０００円
…（ジャンプの場合）２，０００円+２，０００円

・ガソリン給油忘れ …実費+２，０００円
・忘れ物回収預かり …２，０００円
・車両間違いによる乗り出し…２，０００円
・車両鍵の持ち帰り …鍵返却完了まで日額２，０００円
・予約なしでの利用 …スカイレンタカー規定の一般料金請求
・車両部品の紛失 …実費（ホイルキャップ、三角停止版、鍵…etc）

【シェアカー出張作業料】
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【事故を起こしてしまった場合(自損事故も）】

①安否確認

突発的なアクシデントに混乱するとは思いますが、
まずは落ち着いて行動することが大切です。

加害者や事故状況の確認、医師の診断は何よりも優先してください。

→救急車119番

③保険会社とスカイレンタカー四国に連絡する

車載しているクリアファイル裏面に記載の「事故にあわれたら…」にある
０１２０-２５６-１１０（損保ジャパン）と０８８-６９９-３９７７（スカイレンタカ
ー）へ必ず事故報告をしてください。事故報告なき場合は保険が使えません。

②警察に届ける→１１０番

加害者からの報告は義務ですが、被害者が届け出ることも必要です。

110に通報をし、事故証明証を発行してもらってください。

※注意※
被害者となった場合、相手から「示談にしましょう」と
ある程度の金額を提示される場合があります。この時点
で念書やサインなどをしてしまうと後々保険会社が対応
できなくなりますので、当人同士の示談は避けてくださ
い。
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ＳＯシェアカー/トラブル・事故報告フロー図.pptx
ＳＯシェアカー/トラブル・事故報告フロー図.pptx
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版数 発行日 改定内容

第１版 ２０２０年６月１日 初版発行

第２版 ２０２１年４月１日 運営会社
Jネットレンタカー四国㈱からスカイレ
ンタカー四国㈱へ変更
社名変更により


