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IDOM × 三菱地所
都市間移動のハードル低下と移動経済の活発化を目指す新プロジェクト「New Mobile Economy」始動

0 円*で最大 3 泊 4 日マイカーに乗れる “0 円レンタカー”？
2020 年 3 月 26 日(木)より期間限定ストアにて展開スタート！17 日（火）11:00 より予約開始

中古車事業を主力とする株式会社 IDOM(旧社名：株式会社ガリバーインターナショナル、本社：東京都千代田区、代表取締役社
長：羽鳥由宇介、以下：IDOM)と三菱地所株式会社（本社：東京都千代田区、代表執行役 執行役社長：吉田淳一）は、都市間移動
のハードル低減と移動による消費経済の活発化を目指す新プロジェクト「New Mobile Economy」を合同で進めることに合意しま
した。その取り組みの第 1 弾として IDOM が運営する NOREL と三菱地所が、0 円で最大 3 泊 4 日まで乗りたいクルマをレンタル
できる「0 円カーレント」を、2020 年 3 月 26 日（木）～5 月 15 日（金）まで、期間限定店舗「マイカー・トライアル 東京スト
ア」
（東京・丸の内／行幸通り地下 1F 新丸の内ビルディング前）にて展開します。
*駐車場代、ガソリン代などは、自身でご負担いただきます。また、本トライアルはおひとり様 1 回限りとなります。

「0 円カーレント」は、IDOM と三菱地所の合同プロジェクト「New Mobile Economy」の一環でスタート。都心で働くクルマ非
所有ワーカーに向けて、マイカーのある生活を体験してもらいたいという想いから生まれました。本サービスは、2020 年 3 月 26
日（木）～5 月 15 日（金）まで期間限定店舗「マイカー・トライアル 東京ストア」にて、高級車の BMW やレクサス、EV のテス
ラなどを含む計 50 モデルからクルマを選び、0 円で最大 3 泊 4 日の間、トライアルすることができる“0 円レンタカー”サービスで
す。2020 年 3 月 17 日（火）11:00 より、0 円カーレント公式 LINE にて予約を開始します。
本プロジェクトは移動ハードルを下げる最初のアクションとして、IDOM のクルマ非所有者に向けたマイカー入門サービス
「NOREL」が運営、モビリティと都市機能を連携し都市機能間のシームレスな接続による街の賑わい創出を目指す三菱地所が遊休
駐車スペースを提供することで実現しました。期間限定店舗については、交通の便も良く、多くの企業が集積し、クルマ非所有ワ
ーカーが集中する丸の内エリアを拠点に展開する運びとなりました。
「New Mobile Economy」は、リモートワークや多拠点居住など、今後ますます自由な働き方や暮らし方が問われるなか、都市
と地方の垣根をなくし、都市間移動のハードルを下げることで、移動による消費経済の活発化を促すために立ち上がった IDOM と
三菱地所による新プロジェクトです。
IDOM は、クルマ非所有者に向けたマイカー入門サービス「マイカー・トライアル」を広げ、所有だけにとらわれないクルマと
の様々な付き合い方を提供することで、移動の活発化を目指します。三菱地所は、モビリティの変化によってこれからの街づくり
や交通の結節点である駐車場の在り方の変化を捉え、街の賑わいや新しい顧客体験価値の創出を目指します。
そのために今回の協業では、交通の利便性が高くクルマを持ちにくい都心でクルマを持つ魅力を訴求し、遠方への移動を促すこ
とで、目的地やコンテンツの創出に限らず、都市機能間をアクセスしやすくする仕組みづくりを進めていきます。今後は、三菱地
所と IDOM の 2 社にとどまらず、地方自治体、インフラ、エネルギー、保険など移動に関わる多方面の連携先を増やし、 消費行動
のビッグデータを活用しながら、都市機能間の移動による消費経済の拡大を目指してまいります。

”0 円カーレント” 詳細： https://trial.norel.jp/
New Mobile Economy 公式サイト： https://new-mobile-economy.jp
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
NOREL PR 事務局 株式会社サニーサイドアップ内

担当：齋藤、福井、重田（恵）、杉谷

TEL：03-6894-3200 FAX：03-5413-3050 MAIL：norel@ssu.co.jp
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0 円カーレント
「0 円カーレント」は、2020 年 3 月 26 日（木）～5 月 15 日
（金）まで期間限定店舗「マイカー・トライアル 東京ストア」
にて、高級車の BMW やレクサス、EV のテスラなどを含む計
50 モデルからクルマを選び、0 円で最大 3 泊 4 日の間、トライ
アルすることができるクルマ非所有者向けの“0 円レンタカー”
サービスです。2020 年 3 月 17 日（火）11:00 より、0 円カー
レント公式 LINE にて予約を開始します。
クルマ非所有ワーカーが集中し、遊休駐車スペースが多く存
在する東京駅・丸の内エリアにて、クルマを持ちにくい都心近
郊エリア在住者やクルマを所有することに不安を感じる方々に
対し、 ハードルゼロでマイカーをトライアルしてもらい、クル
マと向き合っていただくために、IDOM と三菱地所が実施する
「New Mobile Economy」の一環として実施されます。
*駐車場代、ガソリン代などは、自身でご負担いただきます。また、本トライアルは
おひとり様 1 回限りとなります。

□マイカー・トライアル 東京ストア（受け渡し場所）概要
・住所：東京都千代田区丸の内１-5-1 行幸通り地下 1F 新丸ビル前
・アクセス：JR「東京駅」丸の内南口より徒歩 1 分 JR 京葉線「東京駅」より徒歩 4 分 / 丸ノ内線「東京駅」直結
・営業時間：10:00～19:00（クルマ返却時間は相談可能）
・期間：2020 年 3 月 26 日（木）～5 月 15 日（金） ※最終受付は、5 月 14 日（木）18:00 まで
□利用手順
＜ストアで相談＞
①「マイカー・トライアル 東京ストア」に来店
②コンシェルジュと相談しながら乗りたいクルマと利用日を決定
③利用日に東京・丸の内「マイカー・トライアル 東京ストア」まで来店
④クルマの鍵を受け取り、利用開始
＜LINE で相談＞
①「0 円カーレント」LINE を友達登録（”0 円カーレント”で検索）
②LINE 上でコンシェルジュと相談の上、乗りたいクルマと利用日を決定
③利用日に東京・丸の内「マイカー・トライアル 東京ストア」まで来店
④クルマの鍵を受け取り、利用開始
□利用条件
・
「0 円カーレント」LINE の友達登録を必ずお願いします
・最大 3 泊 4 日までの利用となります（※予約状況に応じて利用可能日数は変動）
□0 円カーレントのスキーム
・クルマのサブスクリプションサービス「NOREL」がサービスを提供。モビリティと都市機能を連携させ、都市機能間のシームレ
スな接続による街の賑わい創出を目指し、三菱地所が遊休駐車スペースを提供するという座組みで実現。企画はクリエイティブ・
エージェンシーNEWPEACE Inc。
・BMW 正規ディーラーモトーレングランツなどの提携パートナーの販売ための「試乗」および、顧客情報を獲得するマーケティ
ングとしてクルマを用意。千葉のモトーレングランツ BMW 拠点でも市場展開を実施中。他の販売パートナーの参画も募集してお
ります。

”0 円カーレント” 詳細：https://trial.norel.jp/
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マイカー・トライアル
「マイカー・トライアル」は、クルマに触れる機会がな
かった方や、長い間触れてこなかった方でも、“マイカー
のある生活”を気軽に試すことで、あなたのライフスタイ
ルにマッチするクルマをご提案する新サービスです。
本サービスでは、「コンシェルジュサービス」と「トラ
イアルサービス」をワンパッケージ化。クルマ非所有ドラ
イバーを対象としており、マイカーが必要か否かも含めて、
”マイカーのある生活”をより具体的にイメージしていた
だくための入門サービスとなっています。

マイカー・トライアル公式サイト： https://trial.norel.jp/

□短期利用可能！駐車場ネットワーク
「マイカー・トライアル」ご利用のお客様に向けて、1 ヶ月からお得な契約が可能となる駐車場綜合研究所(新 三菱地所パークス)
提携駐車場を首都圏中心に増やしております。現在、120 箇所近くの駐車場をご用意。利用可能な駐車場につきましては「マイカ
ー・トライアル」の東京ストアもしくは公式 LINE、お電話にてお尋ねください。
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New Mobile Economy

– 好循環な移動経済へ

「New Mobile Economy」は、「都市間移動のハードル低下」「移動による消費経済を活
発化」という IDOM と三菱地所の共通課題を解決するための新プロジェクトです。
IDOM では、売買だけでないモビリティ領域の新たなビジネスを創造するため、移動によ
る行動データ（移動場所、運転状況、ドライバー特性）のデータ化に関する研究を進めてい
ます。アフリカでは行動データを活用した新規ビジネスも展開。
また三菱地所は、2030 年代に向けた重点課題として、BtoC や BtoBtoC に着目したサー
ビス・コンテンツの提供を掲げ、既存の不動産業にとらわれないビジネスモデル革新を推進
しております。
本事業では、ヒト・場所・モビリティが連携することでより快適な顧客体験が提供できな
いかを移動データの活用や多方面の企業と連携しながら模索し、新たなノンアセット事業の
創出を目指していきます。
今後は、三菱地所と IDOM の 2 社にとどまらず、地方自治体、インフラ、エネルギー、
保険など移動に関わる多方面の連携先を増やし、消費行動のビッグデータを活用しながら、
都市機能間の移動による消費経済の拡大を目指してまいります。

New Mobile Economy 公式サイト：https://new-mobile-economy.jp
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【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
NOREL PR 事務局 株式会社サニーサイドアップ内
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