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プジョー、シトロエン、DS オートモビルが Anyca に参画
⚫

“新型車をカーシェアできるディーラー”として 55 店舗、合計 58 台を登録

⚫

プジョー208 やシトロエン ベルランゴなどもご利用可能に

⚫

ご利用料 30% OFF キャンペーンを開催

Stellantis ジャパン株式会社 (本社:東京都港区、社長:ポンタス・ヘグストロム、以下
Stellantis ジャパン)と、株式会社 DeNA SOMPO Mobility (本社:東京都渋谷区、代表取
締役社長:馬場光、以下 DeNA SOMPO Mobility) が運営しているカーシェアプラットフ
ォーム「Anyca (エニカ)」は、法人が所有する車両をカーシェア※1 できる「Anyca」の
取り組みに、Stellantis ジャパンのフレンチブランド(プジョー、シトロエン、DS オート
モビル)の正規ディーラー55 店舗が参画し、新たに合計 58 台を登録することを発表いた
します。

今年 3 月には Stellantis ジャパンのアバルト、アルファ ロメオ、フィアット、ジープの
正規ディーラーが Anyca に参画しました。開始から 6 ヶ月間で 133 店舗 253 台が登録
され、521 回のシェアがおこなわれました。また、カーシェアをきっかけにそのブランド
のファンになる事例などもあったことから、Stellantis ジャパンのフレンチブランドも参
画することになりました。これによって、新たにプジョー208 やシトロエン ベルランゴ
などの車両がカーシェアできるようになります。
これまでは新型車を体験する機会は限られた試乗時間しかなく、クルマの魅力が十分に伝
わりきらないという課題がありました。Anyca のサービスを利用すれば、お客さまはディ
ーラー店舗から新型車を好きな時間に自由に楽しむことができ、高速走行性や車庫入れ感
覚などもじっくり体験することができます。
Anyca にはディーラー234 店舗、241 台の新型車が登録され、日本で販売されている輸
入車のうち 16 ブランドが登録されているため、⼀般車から新型車までの様々なクルマを
個人のみならず法人からもカーシェアすることができます。Anyca では今後も、共同使用
による個人/法人のカーシェアならびにレンタカー型カーシェアの 2 つの特性を持つカー
シェアプラットフォームとして、様々な自動車メーカーやディーラーとの取り組みを加速
させてまいります。
■「Anyca」でカーシェアできる Stellantis ジャパンの正規ディーラーについて
・登録ディーラー数:55 店舗
・登録車数:58 台
・車種と共同使用料:
メーカー
プジョー

シトロエン
DS オートモビル

車種

共同使用料 (24 時間)

208

4,000 円〜

3008

5,000 円〜

508

5,000 円〜

C3 AIRCROSS

4,500 円〜

BERLINGO

8,000 円〜

DS4

5,000 円〜

DS9

6,500 円〜

※店舗、車両によって、共同使用料は異なります。2022 年 10 月 28 日時点の共同使用料です。
※ご利用には、共同使用料の他に保険料、燃料代、契約料(100 円)などが必要となります。

■Stellantis ジャパンのカーシェア開始を記念したキャンペーン
Stellantis ジャパンのフレンチブランド正規ディーラー登録を記念して、登録車両を対
象にカーシェアご利用の際に使用できる 30% OFF キャンペーンを実施します。キャンペ
ーンの詳細及び車種の詳細や共同使用料、受取場所などについては以下の通りです。
【ご利用方法】
プジョー・シトロエン・DS オートモビル正規ディーラーの対象モデルをご予約の際に、
クーポン欄にクーポンコードを入力
【対象となるモデル】
プジョー: https://anyca.net/search/result?featured_id=20225
シトロエン: https://anyca.net/search/result?featured_id=20226
DS オートモビル: https://anyca.net/search/result?featured_id=20227

Stellantis Japan Ltd.
Mita Bellju Bldg., 5-36-7 Shiba
Minato-ku Tokyo 108-0014 JAPAN

Stellantisジャパン株式会社
〒108-0014 東京都港区芝 5-36-7

三田ベルジュビル

【クーポンコード】
プジョー: peugeot3
シトロエン: citroen3
DS オートモビル: ds3
【キャンペーン期間】
2022 年 12 月 26 日（月）23 時 59 分までの予約リクエスト送信分
（カーシェア予約は、30 日先まで可能です。
）
【留意点】
・クーポンは有効期間中、Anyca にて公開中の「プジョー・シトロエン・DS オートモビ
ル正規ディーラーの対象モデル」予約⼀回分のみ、ご利用できます。
・予約時にクーポン欄に入力いただかなかった場合は、クーポン利用ができません。
・割引クーポンは、共同使用料からの割引となります。
（契約料は割引対象となりません）
・クーポン利用されたご予約がキャンセルされた場合は、キャンペーン期間内であれば再
度ご利用をいただけます。
・クーポンの割引額は、最大で 1 万円となります。
■「Anyca(エニカ)」について( https://anyca.net/ )
“乗ってみたい”に出会えるカーシェアアプリ「Anyca(エニカ)」は、⼀般車から高級車ま
で、多彩なクルマを個人や法人からカーシェアできるアプリ。共同使用契約に基づく、個
人間カーシェア、1 時間単位で利用可能な⾮対⾯でのカーシェア(レンタカー形態)を提供。
累計登録台数は 20,000 台以上(1,000 車種以上)、累計登録会員数は 50 万人以上。(数
値は全て 2021 年 6月末時点)
■Stellantis ジャパンおよびプジョー/シトロエン/DS オートモビルについて
2021 年 1 月、FCA とグループ PSA は持続的なモビリティの世界的なリーダーを目指し
て合併し、新たに Stellantis（ステランティス）としてグローバルでスタートしました。
高い実績と安定した財務状況に裏打ちされた二社の統合によって誕生した Stellantis は、
多様で優秀、経験豊富な 40 万人の従業員を擁するグローバルカンパニーであり、130 ヶ
国以上で事業を展開しています。Stellantis の日本法人である Stellantis ジャパンは、
2022 年３月１日に誕生しました。取り扱うブランドは、イタリアのアルファ ロメオ、フ
ィアット、アバルト、フィアット・プロフェッショナル、フランスのプジョー、シトロエ
ン、DS オートモビル、そしてアメリカを象徴するジープです。私たちは、多彩で心昂る
選択肢をご提案しながら、ドライビングの感動と歓喜を醸成し、日本のお客様へ豊かなラ
イフスタイルをお届けします。
※1 自家用自動車有償貸渡(レンタカー)事業ではなく、共同使用契約の枠組みにおけるカーシェア

以上
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