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﹁ 働 き 方 改 革 ﹂な ん て ︑大 そ れ た こ と は

できないと思っていました︒

同 じ﹁ 時 間 ﹂で も

使 い 方 次 第 で ︑こ ん な に も 違 う ︒

「しぇあくる」で余暇時間が充実。
学生時代に戻った気分に。
「しぇあくる」
は社員思いな福利厚生です。働く時間はこれまで通り
なのに、
「 余暇時間」
が格段に増えるでしょう。仕事帰りにそのまま
どこかへ行けるのは、車通勤だからこそ。
「しぇあくる」
を機に、学生の
ころ力を注いでいたスポーツに再燃するも良し。以前ハマっていた

Work & Life

社員の満足度が高い「しぇあくる」は意外と身近で手頃！
趣味を再開するも良し。新しい何かにチャレンジするも良し。家に帰る
だけだった平日の生活スタイルが、一変しそうな予感です。社用車の
トランクに習い事や趣味の道具を常備して、
アフターファイブを充実
させませんか？

人材不足が叫ばれる現代社会において、
ますます厳しさを増している
「優秀な人材の確保」。新しい人材の確保だけでなく、既存社員の離
職率を改善できずにいると、採用費は年々増え続け、経営を圧迫しか
ねません。世間が「働き方改革」
だと、沸き立っているなか、
なんだか

時代に取り残されているような、
そんな気持ちになりますよね…。
そん
なときは
「どう採用するか」
と模索するよりも、
「いま頑張ってくれている
社員たちを大切すること」
へ思考を切り替えてみてはいかがでしょう？
「しぇあくる」
は、社員満足度を高める新たな時代の福利厚生です。
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for Manage

導入は

想像していた以上に簡単︒

なのに

効果は抜群︒

「福利厚生」
としてだけなく
車両台数の見直し＝経費削減にもつながる。
「しぇあくる」
を導入すると、社用車の稼働状況を可視化する
ことができます。
その結果、車両台数の見直しにつながるこ
とも。車両の維持管理費が大幅に減ると、経費面で大きな
メリットですよね。
しかも、予約は社員が自らWEBで行うとい
うスタイルは、管理部門の社員にとってきっとうれしいポイン
ト。車両の維持管理費を少しでも減らしたい企業には、
ぜひ
おすすめしたいサービスです。

point!

予約対応も、社用車の稼働状況の
確認もすべてWEB上で！

従業員様に自ら専用WEB画面で予約を行っていた
だくシステムを採用。社用車の稼働状況もWEB上で
ご確認いただけるため、適正台数の把握が可能です。

社用車の遊休時間を
「しぇあくる」で有効活用。

経営者にとって、大きなハードルである
「働き方改革」。利益を下げずに、社員の働
く環境を改善することは、容易ではありません。
しかし
「しぇあくる」
を導入すると、
あっという間に効果を感じていただけるはずです。
なぜなら導入後、法人側が実際
に行うことと言えば、車両の指定、
それからWEBで社員と共同使用の契約をする
くらい。導入する車両の数が多い場合でも、車載器の取り付け工事はすべて
「しぇ
あくる」
が行うので、驚くほど簡単にはじめられます。

「しぇあくる」
は、社用車の遊休時間を有効活用するにはぴったりのサービス。
しかし、
いざ導入した場合「本当に社員が社用車をプライベートで使用する
のか？」
「 監視されている気分になり、稼働率が低いのでは？」
と不安に思う
経営者も多いと思います。
「しぇあくる」
は社員のプライバシーにもしっかり
配慮。
プライベート保護の観点からも安心して導入できます。
とくに、通勤で
使用する社員にはおすすめ。
「直行直帰したい！」
という彼らが「しぇあくる」
を
使用し、社用車の遊休時間を有効活用してくれれば、車両維持費の削減も
期待できるでしょう
！

「しぇあくる」
で社員満足度も
採用効率も上げて、
真の
「働き方改革」
を実行したい
ライフスタイルが多様化する現代社会で、車以外の趣味や余暇の過ごし方など、
若者の選択肢はどんどん広がっています。若者の車離れも進み、
マイカーを保有
しない社員も多い時代。
ただドライブが
「嫌」
で、車を保有しない方が増えたのでは
ないんじゃないかと。生活を身軽にしたいだけ。
「だったら車は会社とシェアしよう」
そんな発想は、
いまの時代にとてもあっているのではないでしょうか？実際に社員
サイドから
「これはすごく便利そう
！」
とか
「経済的にも助かりますよね」
という声も。
また、求人募集の段階でも
「しぇあくる」
を打ち出すことは、いいPR材料となり、
優秀な人材の採用につながる予感。社員の定着率UPだけでなく、採用面での
効果も期待大です。
「しぇあくる」
で
「働き方改革」
を一歩前進させませんか？

point!

手間がかからず、従業員様の満足を得られる！

「しぇあくる」
の取り付け工事は、
すべて当社にお任せください。法人様は車両をご指定いただくだけで
OKです。従業員様への請求や精算手続きも当社が代行いたします。

02

社員の命を守ることも会社の使命。
「しぇあくる」
で変わる経営者としての意識。
車両の維持管理費が削減できれば、浮いた経費で新しい車両の購入もでき
ます。業務中の事故抑止のため、
自動ブレーキを装備した新車に買い替える
など、経費が捻出できればやりたいことはたくさんあるはず。
「しぇあくる」
を
導入して重篤事故も減り、社員も
「安心して乗れる！」
と喜んでくれるならこん
な嬉しいことはないですよね。安全性能の高い車両に買い替えられる上に、
自動車保険も安くなるという、一石二鳥のサービスです。

point!

車両維持管理費の軽減が可能！

遊休時間に、社用車を従業員様にご使用いただくこ
とで、車両維持管理費の軽減につながります。従業
員様への請求や精算は、当社がすべて行いますの
で、
ご安心ください。

※ この冊子の写真はイメージです。

スッ キ リ 解 決！

法人

Q1.

Q2.

A.

Q4.

A.

法人様での従業員様への精算手続きは一切必要ありません。
すべて
「しぇあくる」
が行います。運行毎
の業務使用、
プライベート使用を
「しぇあくる」
が区別し、従業員様への請求額を自動計算いたします。
請求手続きもお任せください。

「社用車数を最適化できる」って聞いたけれど…どういうことですか？

従業員

従業員様1人につき１台の社用車を割り当て、社用車をマイカー的に使用なさる場合は
「しぇあくるＭ
Ｅ」、車両を複数名で共同使用なさる場合は「しぇあくるＷＥ」
の2つのプランをご用意しております。
法人様、
従業員様に合ったプランをお選びいただけます。

自動車保険はどうなるのですか？

A.

Q1.

法人様で加入している自動車保険（フリート契約を含みます）
を、従業員様のプライベート使用時に
適用していただくことも可能です。
そのほか、従業員様向けのドライバー保険もご用意しております。
詳しくはお問い合わせくださいませ。

どんな費用がかかるのですか？

A.
Q2.

Q3.

Q4.

及び

④距離に応じたガソリン代相当の料金

毎月のお支払いは、
クレジットカードでご精算いただきます。
「しぇあくる」
が使用時間から精算額を
自動計算、
請求させていただきますので、
従業員様と法人様との間に金銭のやり取りは生じません。

当月の請求額や、現時点での利用明細などは確認できるんですか？

A.

はい。
専用WEB画面にログインいただければ、
いつでも使用時間や請求金額をご確認いただけます。
また、
個人情報の変更や契約手続きなど、
すべて専用WEB画面上でお手続きいただける完全ペーパー
レススタイルを導入しております。

社用車をプライベートで使用するってなんだか不安…プライバシーは守られるのですか？

A.
Q5.

従業員様には毎月の
①基本料金 ②システム料 ③共同使用料
以上、4つの費用をお支払いいただきます。

支払い方法はどうなっているのですか？

A.

社用車の実稼働状況をデータベース化していくことで、必要な社用車数が明確となります。
つまり、
社用車の使用状況を「見える化」できるようになる、
ということです。結果的に、遊んでいる車両の
削減、
大幅なコストダウンにつながるケースもございます。

どのようなプランがあるのですか？

A.
Q7.

いいえ。社用車の所有者（リースも含みます）
は法人様であり、車両の維持費も法人様がお支払いいた
だきます。従業員様が社用車をプライベートでご使用いただくことで、維持費を共に負担している、
と
いうイメージです。

従業員側での精算はどうするのですか？

A.
Q6.

法人様には毎月の①基本料金 ②システム料 ③車載器料の3つの費用をお支払いいただきます。
従業員様がプライベートでご使用なさる際に生じる
「共同使用料」
「距離に応じたガソリン代相当の料
金」
が法人様へ還元され、社用車の維持費が軽減される仕組みでございます。

社用車を法人と従業員で「共同所有する」
ということですか？

A.
Q5.

Q&A

はい。新しく社用車をご用意いただく必要はございません。
また
「しぇあくる」導入を機に、社用車の新
規購入・乗り換えをご検討・ご希望の法人様には、
さらに燃費・業務効率の良い車両のご提案も行って
おります。

「しぇあくる」の料金システムはどうなっているのですか？

A.
Q3.

しぇあくるの素 朴なギモン

現在、持っている社用車に「しぇあくる」を導入できるのですか？

はい、
ご安心ください。
プライベートでご使用なさる場合、
法人様からは行き先などの詳細な運行記録は
確認できません。
プライバシーはしっかり保護いたします。

事故を起こしたときの保険はどうなっているのですか？

A.

専用WEB画面より、
ドライバー保険への加入が可能です。
また、法人様がご契約の自動車保険へ加入
していただける場合もございます。万が一事故を起こした際もスムーズに対応できるよう、使用開始前
に、法人様と従業員様との間で事故時の取り決めを行うので、安心してご使用いただけます。

お問い合わせ
＜本社＞ 〒460-0011

名古屋市中区大須4丁目13-46 ウィストリアビル

＜東京オフィス＞ 〒104-0031

東京都中央区京橋1-1-5 セントラルビル2階

052-211-7626

http://sharekul.com
contact@sharekul.com

法人と従業員が

ラクになること、一挙公開！！
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を「しぇあ」するという新しい

導入がラク!

ワーク＆ライフスタイル は 全ての人 を「
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①現在お持ちの社用車でご使用いただけます。
「しぇあくる」を導入されたい
車両をご指定いただくだけでＯＫです。

③従業員様との「共同使用契約」はWEB上で行っていただけます。法人様の
お手続きはご承認していただくだけで完了いたします。
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法人

②従業員様が社用車で通勤される場合、
マイカー用駐車場が不要となるため、
コストを削減できます。
③WEB上で簡単に社用車の稼働状況を把握いただけます。
車両数を最適化でき、台数の削減につながるケースもございます。

従業員

①マイカーを所有される際に必要な諸経費（ローン、駐車場代、
自動車保険代、
自動車税、車検代など）の
年間合計金額と比べ、多くのケースで
「しぇあくる」
をご使用される方がお安くなります。
②カーシェアやレンタカーよりもお安く、
お気軽にご使用いただけます。
③使用機会の少ないマイカーを手放し、駐車場代、保険代、
自動車税、車検代などの固定費を削減できます。
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生活がラク!

従業員

①社用車で通勤されることで、通勤時間の短縮、満員電車とも無縁の暮らしを実現できます。
②車両空き状況のご確認やご予約は専用WEB画面で簡単に行えます。
ご使用時に面倒な手続きは一切ございません。
③法人様からは行き先などの詳細な運行記録は、確認できません。
従業員様のプライバシーもしっかり保護いたします。

②導入後の車両予約は、従業員様が各自、専用WEB画面で行っていただきます。
管理者サイドの業務削減にもつながります。

①法人様との「共同使用契約」は専用WEB画面で簡単に行っていただけます。
面倒な書面でのやり取りは一切ございません。

お財布がラク!

①従業員様がプライベートでご使用になる際、法人様へお支払いただく
「共同使用料（※）」
により、
車両維持管理費が軽減されます。
※
「共同使用料」は現在の社用車の維持管理費をもとに、
それぞれの車両ごとで設定可能です。

管理がラク！利用がラク！

③「しぇあくる」
がプライベート使用状況から従業員様への請求額を
自動計算いたします。精算手続きも
「しぇあくる」
にお任せください。

従業員

asy po

ラク

①業務使用とプライベート使用は車載器で切り替えいたします。
それぞれの使用時間はWEB上でスムーズに管理していただけます。

法人

法人

②車載器の取り付け工事は「しぇあくる」が手配いたしますので、車両台数が
多い場合もご安心ください。
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楽 」にする

②月々のお支払い金額は「しぇあくる」が自動計算し、
クレジットカードでご精算いただけます。
③専用WEB画面から簡単にドライバー保険へ加入することも可能です。
事故時の対応も、
あらかじめ法人様と取り決めを行うので、
安心してご使用いただけます。

法 人と従 業 員 が
を「しぇあ」すれば

ラ ク し て
はたらくことが楽しくなる！
プライベートが楽しくなる！

そして何より…人生が楽しくなる！

▲ 専用WEB画面

for workers

for workers

04
﹁しぇあ くる ﹂で得たもの︑

それ は

かけがえのない息 子 との時 間 ︒

雨の日や保育園からの急な呼び出し…
もう、怖くありません！
「保育園までの送り迎えはいつも自転車」
という方は多いですよね。普段は
「いい運
動になる！自転車だと、子どもとの会話も弾む！」
と前向きに頑張っていても、発熱な
どの急な呼び出しや悪天候のときは、
どうしても子どもに負担のかかることも。
そん
なときこそ
「しぇあくる」
はおすすめです。社用車に空きがあれば、当日予約も可能。
カーシェアリングを利用するよりも、手軽で便利なところが
「しぇあくる」
の魅力です。

会社の車というよりは、
さらに便利になったカーシェアリングという感じ。
会社の車なので
「事故を起こしたらどうしよう」
「車を傷つけるかも」
と不安に思う人
も多いかもしれません。
でも心配ご無用。使用前に会社と事故時の取り決めをした
り、WEBから簡単に保険へ加入できたりと、事故に備えた準備も万全なのが
「しぇあ
くる」
なんです。
また、
いちばんのおすすめポイントは、会社からそのまま乗れること。
これはカーシェアリングとの大きな違いであり、大きな魅力です。
「しぇあくる」
を使用
して、雨にも風にも強い
「無敵のパパ・ママ」
になれるはず！
？

point!

万が一の事故も安心！保険加入でしっかり対応！

Usage plan

使用プラン ｜ しぇあくるWE

営業車を会社に戻し、
マイカーに乗り換えて帰宅する。正直、営業先と自宅が近
いと
「このまま直帰できればなぁ…」と思うこと、
ありませんか？そんなとき
「しぇあく
る」
が叶えてくれるのは、憧れの
「直行直帰」
スタイル！いまよりも早く帰宅できる日
が増え、
これまで以上に家族と過ごす時間が増えるはずです。
とくに、
日々成長す
る子どもと触れあうひとときは、
「お金では買えない」
かけがえのない時間。
これまで
無駄に割いていたあなたの時間、
家族に捧げるライフスタイルへ変えませんか？

「パパ、おかえり〜」
一日の終わりに毎日、家族かららえる最高のご褒美。
帰宅すると、子どもたちは夢の中。
そんな頑張るサラリーマンって本当に多いです
よね。子どもの寝顔には癒やされるけども、
やっぱり成長が著しいこの時期、
でき
れば起きている時間に帰宅して、
もっともっと遊んであげたい、
そう感じている方
も多いはず。
でも
「しぇあくる」
って、実はたやすくそんな願いを叶えてくれる味方。

移動時間のロスを無くすことで、早く帰宅できる。
つまり子どもと一緒に晩ごはん
を食べたり、
お風呂に入ったり、絵本を読んであげたりできるようになる。
これまで
奥さんに任せっぱなしだった家事も少しは手伝ってみようかな？なんて思ったりす
るかも。
「しぇあくる」
で、
良き夫・良きパパになれるチャンスです！

point!

すべて専用WEB画面で完結！
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法人様が加入している自動車保険をそのまま、
プライ
ベートご使用時にも適用される場合もございます。適用
されない場合でも、専用WEB画面からドライバー保険
へ加入することが可能です。事故時の対応も、
あらかじ
め法人様と取り決めを行うので、
ご安心ください。

ミニマリストを目指すなら、
「しぇあくる」は最適な選択。
「車はあったら便利だな」
とは思うけど、
ほかにもやりたいことがたくさんあるものですよ
ね。
「出来るだけものを持たず、
スッキリと暮らしたい。
だから車は保有しないけど、
たまに

は彼女や友達と遠出もしたい」
そんなミニマリストな方にも
「しぇあくる」
は、
きっとお役に

立てると自負しています。
レンタカーと比べて保有しなくてよいのはもちろんのこと、使う

たびに保険に加入したり、車の傷の確認をしたり、
サインを求められたりと、面倒な作業

もゼロ。
しかも
「サクッと」
ネットで予約できるし、
「サクッと」取りに行ける。
いわば無駄の

ないシステムなんです。
だからこそ
「しぇあくる」流のカーライフスタイル、
ミニマリストにこ

そ取り入れていただきたい選択肢です。

プライバシーが守られる。当たり前ですが、重要なこと。
休日に社用車を利用するとき、
やっぱり気になるのは
「プライバシー保護」
の観点。
「プ

ライベートの行き先が会社に知られないか？」
と、
どうしても心配になっちゃいますよね。
実は
「しぇあくる」
をおすすめするのは、
この
「プライバシー保護への配慮」
がしっかりなさ

れている、
という点も大きな理由のひとつなんです。休日の行き先は会社にはわからな

いシステムになっていますし、会社のロゴが入っていない社用車ならレンタカーと見た

使用プラン ｜ しぇあくるME

法人様との
「共同使用契約」
や使用履歴のご確認、個人情報のご変更など、
「しぇあくる」
ご使用に
必要な手続きは、従業員様の専用WEB画面で行えます。

目はまったく変わりません。友人からも
「良い会社に勤めているな〜」
と羨ましがられるか
もしれませんね。

point!
「しぇあくる」は「はたらく人へのプレゼント」
！
「新しいカーシェアリングサービスで、
日本の“働き方改革”に貢献したい」
という思いから誕生した
「しぇあくる」。法人様にとって経済的な

メリットがあると同時に、従業員様への感謝の思いをカタチにできるサービスでもあるのです。
はたらく人がもっと
「ラク」
に、
もっと
「楽しく」
なるために…。
この新しい
「しぇあ」
のカタチが日本のスタンダードになることを、私たちは目指しています。

従業員様のプライバシーは
しっかり保護！

使用プラン ｜ しぇあくるWE

プライベートご使用時の行き先を、法人様に知
られることはございません。
プライバシー保護の
観点からも、安心してご使用いただけます。

Usage plan

for workers

for workers

02

きっかけは単身赴任。車がないと不便な地域に住んでいる方は、通勤で使う車に加え、家族専

用に1台、
計2台保有している、
という人も少なくないのではないでしょう。
ところが40〜50代にな

ると子どもの学費はピークになる一方で、老後への蓄えも気になる時期での単身赴任…。
この
タイミングで
「使わない車は無駄」
と判断し、
「しぇあくる」
を導入するという新しいカーライフを取

り入れてみてはいかがでしょうか？自家用車1台を手放す試算をしてみると、固定費が大幅にダ
ウンしそう
！というケースも。
きっと家計を管理するご家族も喜んでくれるでしょうし、
なによりお小
遣いも少しばかり増額してもらえるかもしれない、
そんな明るい未来が見えてきませんか？
（笑）

いつでも、どこにいても予約が可能。
アナログな方もすぐにマスター。
単身赴任先では、
「しぇあくる」の車を使用できるので、移動に不便な面は一切なし。
とはいえ

「予約が面倒なのでは？」
と不安に感じる方も多いかもしれませんね。
しかし
「しぇあくる」
は想像

以上にシンプルな仕様。
ネットに疎い方でも、簡単に使える使用者思いなシステムなのです。

ネットにさえつながっていれば、外にいてもスマートフォンからすぐに予約できるのも魅力のひと
つです。単身赴任が終わっても
「しぇあくる」
を使用して、快適なカーライフを満喫してください。

point!

予約方法はネットでポチッとするだけ！
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Usage plan

﹁ 定 年 ま で ﹂と 諦 め ていた 満 員 電 車 も ︑

あ っさ り 卒 業 で き そ う ︒

「しぇあくる」をはじめて、いちばん喜ぶのは家族かも。

01

専用WEB画面から、社用車の予約を行っていただき
ます。総務部への連絡や社内システムの利用は一切
不要。
インターネット環境さえあれば、
いつでも、
どこで
も予約が可能です。

車のオーナーでいたいのか、
車のある毎日を家族と楽しみたいのか。
「子どもが小学校に上がるまでに、
マイホームを購入したい」
という憧れを抱きながらも、現実的に
カーローンや教育費、老後資金などのことを考えると、
なかなか決断できないものです。
でも
「しぇあ
くる」
を生活にとりいれることで、最も叶えたいマイホームという夢に、大きく一歩近づく可能性が高
まるとしたら…。家計の負担は軽減しつつ、本当の願いを叶えてくれるとしたら…。
マイホームという
大きな夢も現実味を帯びた未来として、
目指していける気がしませんか？
「しぇあくる」
は車のオー
ナーでありたい、
という夢は叶えられません。
だけど家族との未来を大切に守りながら、車のある日常
も叶えられる。
「しぇあくる」
は夢に向かって、前向きに“取捨選択”する方の頼もしい味方です。

車は家族を笑顔にするための大切なツール。
それはマイカーでも「しぇあくる」でも変わらない。

マイカーに比べ、費用を抑えて使用可能！
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「しぇあくる」
を使用されることで、駐車場代、
自動車保
険料、
自動車税、車検代など固定費のご負担がなく
なります。従業員様の月の平均ご負担額はおおよそ2
万円ほど。多くの場合、
マイカーを保有されるより、安
価でご使用いただけます。

感じている方も多いのではないでしょうか。通勤電車が苦痛な方にこそ、
「しぇあくる」
はおすすめ。
イメージしてみてください。押しつぶされそうな車内から開放され、ひとり歌でも口ずさみながら車通
勤する毎日を…。
しかも、毎月の支払いはクレジットカードでOK。決済も簡単でクレジットカードの
ポイントも貯まる通勤手段なんて、
なかなかスマートなライフスタイルだと思いませんか？

働く時間は一緒なのに、趣味の時間が増える。

一般的にマイカーの維持費には、
ローンや自動車税、
自動車保険料などを合わせると月5万円ほど
かかります。
それが
「しぇあくる」
に切り替えることで月2万円ほど、年間で36万円ほどに。
これは家計
にとって大幅な負担削減ですよね。子どもを持つ親にとって車は
「家族を笑顔にする大切なツール
」。
それはマイカーから
「しぇあくる」
になっても変わることはありません。手放せないと思い込んでいた
ものを手放したとき、空いたその手には、本当に欲しかったものが舞い込んでくるはず。憧れのマイ
ホーム、
「しぇあくる」
とともに実現しませんか？

point!

毎朝の満員電車、乗り継ぎの多さ、通勤時間の長さ…。出勤しただけなのにちょっとした疲労感を

Usage plan

「しぇあくる」
で得られるものは
「通勤ラッシュからの解放」
だけじゃありません。注目すべきは
「余暇
時間」
がうんと増えることなんです。
しかも、働く時間はこれまでと変わっていないのに、
です。平日は
家に帰るだけの日々が、仕事終わりにフットサルに参加したり、
ジムに行ったり、銭湯に立ち寄ったり
…と、
リフレッシュした毎日が現実のものになる。趣味に使う荷物って、
スニーカーやトレーニングウエ
アなど、意外とかさばるものが多いでしょう？満員電車で通勤していた頃なら、間違いなく持ち歩きた
くない荷物ばかり。
「しぇあくる」
とならアクティブな自分でいられそうです！

point!

lan

Usage p

社用車のマイカー的使用が可能！
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「しぇあくる」
では、社用車での通勤や、休日などマイカーのような使用を可能にいたします。
しかも、毎月の
支払いはクレジットカードで精算。法人様との面倒な金銭のやり取りは一切必要ございません。

※ この冊子の写真はイメージです。

