
入会・申込ガイド

Webからご入会

ENEOSカーシェアを検索し、ホームページにアクセス。
「個人のお申し込み」をクリックしてください。

1

ENEOSカーシェア 検索

クレジットカード運転免許証の
デジタル画像
（現住所が記載
されたもの）

スマートフォン※

※NTTドコモ「ahamo」、au「povo」、SoftBank「LINEMO」の新料金プランをご利用のお客様は、ENEOSカーシェアからの重要なお知らせや、ご利用・
　お支払いに関するご案内等が届くように、キャリアメール以外のメールアドレスのご登録をお願いします。

入会お申し込みの前に、あらかじめ、下記をご準備ください。
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●メールを受信できるよう、ドメイン設定を解除していただくか、当
社ドメインを受信リストに加えていただきますようお願いします。
メールドメイン名：＠eneos-carshare.com
●メールが届かない場合、6ページ目に記載のENEOSカーシェア
事務局までお問い合わせください。
●審査に5～10日ほどお時間をいただきます。

①規約等をご確認ください。
②「□すべてご確認のうえ、同意します。」にチェックする。
③「入会申し込み案内メールの送信」の
　送信先「メールアドレス（ログインID）」を入力してください。
④「入会手続きをはじめる」をクリックしてください。

B00606_2203

につづく43

①～⑨の手順でお申し込みください。
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※本ガイドに掲載している画面はイメージです。
　実際の画面と異なる場合があります。ご了承ください。



「【ENEOSカーシェア】個人入会申し込みのご案内（手続き用URL）」メールに
記載されているURLをクリックしてください。

運転免許証情報・基本情報

3

4

●可能な限り横向きの大きい運転免許証画像(5MB以下)をアップしてください。
●スマートフォンのカメラ機能にて撮影した画像をご利用いただくことを推奨します。スキャナー機能で読み取
りいただいた場合、運転免許証画像が小さくなるため、再登録をご依頼する可能性があります。
●運転免許証の文字情報を反映できる画像はJPEG形式のみとなります。
●運転免許証の裏面に「氏名変更」「住所変更」がある場合は、変更後の文字情報を反映できないため、修正いた
だく必要があります。
●既に入力済みの項目がある場合、運転免許証の文字情報を反映させると、内容が上書きされます。
●自動入力されている場合は、記載内容に誤りがないかご確認ください。誤りのある場合は修正してください。

必須 のマークがある箇所は漏れなくご入力ください。

● 運転免許証画像
・運転免許証（表面）
・運転免許証（裏面）
● 基本情報
・氏名
・氏名（カナ）
・生年月日
・郵便番号
・都道府県
・市区町村
・番地 ・建物名 ・部屋番号など
● 運転免許証情報
・運転免許証交付年月日
・運転免許証有効期限
・運転免許証番号
・運転免許証取得年月日
・免許証種類

入力が終わりましたら、

をクリックしてください。
クレジットカード情報入力へ進む

につづく65 ※本ガイドに掲載している画面はイメージです。
　実際の画面と異なる場合があります。ご了承ください。
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クレジットカード情報5
必須 のマークがある箇所は漏れなくご入力ください。

● クレジットカード番号＊1

● 有効期限
● 名義人
● セキュリティコード＊2

● ENEOSカード会員
● ENEOSカードお得意様番号

入力が終わりましたら、

をクリックしてください。
アカウント情報入力へ進む

アカウント情報6
必須 のマークがある箇所は漏れなくご入力ください。

● 携帯電話番号
● （任意）電話番号（ご自宅、お勤め先など）
● 性別
● 主な利用エリア
● 安心補償プラン

入力が終わりましたら、

をクリックしてください。
入力内容のご確認へ進む

につづく87

ENEOS BUSINESSカードの場合は、表
面の番号（15桁）ではなく、クレジット
カード裏面のTFC会員番号（16桁）をご
入力ください。

＊1

ENEOS BUSINESSカードの場合、セキュ
リティコードは不要です。

＊2

※本ガイドに掲載している画面はイメージです。
　実際の画面と異なる場合があります。ご了承ください。
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入力内容のご確認7

入力内容のご確認が終わりましたら、

をクリックしてください。
個人入会申し込みを確定する

Webサイトでの入会申し込み完了8

へつづく9

入力内容に誤りがないかご確認ください。
誤りがある場合は「修正する」をクリックし
入力してください。

入会申し込み内容を確認し、当社にて入会審
査を実施します。
ご入会の審査手続きに、数営業日かかる場
合がございます。

※本ガイドに掲載している画面はイメージです。
　実際の画面と異なる場合があります。ご了承ください。
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App StoreとGoogle Playストアからダウンロードいただけます。

Google PlayApp Store

以上でお手続きは完了となります
ENEOSカーシェアのアプリをダウンロードいただき、ご利用ください。

会員情報を変更する方は

ENEOSカーシェアWebサイトの「会員の方」から「会員情報Webサイト」で変更可能です。

● 運転免許証情報・基本情報
● メールアドレス

● アカウント情報
● 利用明細・利用実績

● パスワード　　
● クーポン

手続き完了9
「会員登録受付のご案内（ENEOSカーシェア）」というタイトルのメールが届きましたら、
入会手続き完了です！「ログインID・パスワード」を誤って削除しないよう十分にご注意
ください。

ホーム画面で以下、登録内容の
確認・変更ができます。

※本ガイドに掲載している画面はイメージです。実際の画面と異なる場合があります。ご了承ください。
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郵送
入会
申込書

書類受領後、審査に5～10日ほどお時間を
いただきます。

メールに記載のログインID・初期パスワードを入力し、
ログインします。
初めてご利用する際はパスワードの変更が必須です。
新しい任意のパスワードを2度入力して変更してください。

ログインID:＊＊＊＊＊＊
パスワード:＊＊＊＊＊＊

初期パスワード発行の
ご案内とパスワード設定の
お願い（ENEOSカーシェア）

https://eneos-carshare.com/
【URL】

0120-069-450
年末年始を除く9:00～18:00【受付時間】

【お問い合わせ】ENEOSカーシェア事務局まで

申込書からご入会

2

入会申込書を記入

入会申込書を郵送

3 メールでログインID・
初期パスワードの発行

4 パスワードの変更

申込書は下記の事務局から資料請求いただくか、
ホームページよりダウンロードしてご記入ください。

1

〒556-0017
大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2-3 マルイト難波ビル18F
ヤマトコンタクトサービス（株）
（ENEOSカーシェア事務局委託先）宛
ENEOSカーシェア事務局　行

郵送先

●パスワードを5回間違うと30分間アカウントがロッ
クされます。30分後再度ログイン可能となります。
●パスワードは大文字・小文字の英字・数字を含めた８
～15桁以内で入力してください。設定されたパス
ワードは忘れずに管理してください。

この後は、Webからご入会の❹以降と同じ手順で
お申し込みください。

1

2

1

2

※本ガイドに掲載している画面はイメージです。実際の画面と異なる場合があります。ご了承ください。
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ENEOS株式会社御中
本申込書下部記載の【    ご確認事項】に記載のすべての事項について
その内容を理解し、相違ないことを確認したうえで申し込みます。

ご記入日 西暦　　　　年　　　月　　　日

太枠内の情報をすべてご記入ください。

ご確認事項
● ENEOSカーシェア貸渡約款の定める事項についてはWebをご覧ください。
● ENEOSカーシェア貸渡約款および貸渡約款に記載の「個人情報の取扱いについて」承諾および同意のうえ入会を申し込みます。
● ENEOS株式会社に提出した入会申込書および添付書類等一式はすべて返却されないことを承諾します。
● 現在、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等の反社会的勢力に該当せず、将来にわたっても該当しません。
● ENEOS株式会社のおこなう入会審査の結果について異議を唱えないことを承諾します。

【当社使用欄】

事務局記入欄 受付処理欄
会員ID データ入力日受付日 確認印

支払方法
4 カード

支払 当社審査のうえ、カードご登録のご案内を差し上げます。

ENEOSカード その他

安心
補償プラン

3 安心補償
プラン

利用
エリア

安心補償プランをご選択ください。ご利用ごとにプランの変更は可能です。

プレミアムプラン（NOC（営業補償）・ロードサービス付） シンプルプランスタンダードプラン（ロードサービス付）

ご利用されるエリアをご選択ください。

広島エリア 神奈川エリア

運転者
ご本人様
（申込人）
の情報

1

Eメール
アドレス ＠

自宅
住所

氏 名 性
別

フリガナ 生年月日

携帯電話

西暦　　　 年 　　月　 　日

　　　　ー　　　　ー　　　　

男

女

都

府

道

県〒

個人用 申込書

- 3 -

運転免許証と同一の住所をご記入ください。

C01103_2202

利用エリア
2

運転者ご本人様（申込人）の
情報、安心補償プラン等を
ご記入ください。


