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東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

株 式 会 社 ジ ェ イ ア ー ル 東 日 本 企 画 

                                          JRE ベビーカーシェアリング有限責任事業組合 

 

「ベビカル」が池袋エリアにて新サービスの実証実験を実施します！ 
～豊島区内の有人拠点であればどこでも返却可能に。 

さらに拠点数も拡大し、ますます便利なサービスになります～    
 

○ 東日本旅客鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：深澤 祐二/以下「JR 東日本」）

と株式会社ジェイアール東日本企画（本社：東京都渋谷区/代表取締役社長：赤石 良治/以下「jeki」）

が協働して展開するベビーカーレンタルサービス「ベビカル」が、豊島区内の有人拠点であればどこにでも返却可

能なサービスの実証実験を実施します。 

○ 豊島区および池袋エリアの企業と連携し、新たに 8 カ所の拠点が増え、より便利にご利用いただけます。 

○ さらに、2022 年 5 月までに神奈川県内を中心に 15 カ所の新規開業を予定しており、累計 62 ケ所での展

開となります。今後も子育て世代の方々により気軽に外出できる環境づくりを目指して、拠点拡大およびサー

ビスの拡充を図ります。 

１．実証実験概要 

豊島区および池袋エリアの企業と共に、豊島区が目指す「池袋駅東口と西口をつなぐウォーカブルなまちづくり」の一環

として、子育て世代の方々がより気軽に外出できる環境づくりを進めます。今回、「ベビカル」としては初めて、池袋エリア

内に新たに開業する 8 カ所の有人拠点であれば、どの拠点へも返却可能な新サービスの実証実験を行います。 

（1）サービス提供箇所 

※1 実証実験の対象貸出場所は記載の 8 カ所（有人）になります。JR 池袋駅に設置しているベビカルスタンド（無人貸出機）は対象外となり、JR 池

袋駅ベビカルスタンド（無人貸出機）への返却は出来ません。 

※2 予約開始は 2022 年 3 月 24 日（木）14 時からとなります。設備点検など、予告なく休業や変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。 

※3 ホテルメトロポリタン ベルキャプテンデスクは 3 月 1 日に開業しています。 

※4 設置台数はいずれも各 3 台（予備 1 台含む） 

 

実証実験期間 サービス提供箇所名 ※1 営業時間  

2022年 4月 1日（金） 

～ 

2022年 7月 15日（金） 

※2 

としま区民センター1階 インフォメーション 9:00～20:00 

池袋駅南自転車駐車場（南池袋公園脇）受付 9:00～17:00 

イケ・サンパーク公園管理事務所 8:30～16:30 

西武池袋本店 1階（南）車寄せ口案内所 10:00～19:30 

珈琲所コメダ珈琲店 東池袋一丁目店 9:00～19:30 

サンシャインシティ アルパ地下 1階総合案内所 10:00～19:30 

ホテルメトロポリタン ベルキャプテンデスク ※3 8:00～20:00 

NewDays池袋（JR池袋駅東口改札外1階） 9:00～20:00 

 



（2）貸出場所について 

 

 

（3）実証実験箇所のご利用方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）実証実験ベビーカーについて 

Combi Age エッグショック AK 

対象月齢 1 カ月〜36 カ月頃（体重 15kg 以下） 

 

 

 

 

 

❶専用 WEB サイトで会員登録

をした上で、日時・場所を選

択し、予約します。 

❹お出かけを楽しみましょう。

予約終了時間までにご返却く

ださい。 

池袋エリア内の貸出場所8カ

所（有人）であればどこにで

もご返却いただけます。 

JR 池袋駅に設置しているベ

ビカルスタンド（無人貸出

機）には返却出来ません。 

❷係員にご予約コードを提示く

ださい。 

❸ご予約確認が取れましたら、

係員よりベビーカーをお渡し

します。 



２．今後の拠点拡大について 

2022 年 5 月までに神奈川県内を中心に新たに 15 カ所の開業を予定しています。 

サービス 

開始日 

※１ 

予約 

開始日 

※１ 

貸出場所 

※２ 

有人 

・ 

無人 

営業時間 

※２ 
設置台数 

3月 25日 3月 23日 甲府駅 改札 有人 9:00～20:00 

3台 4月 1日 3月 24日 

上野駅 
中央改札内 

無人 9:00～20:00 
ベビー休憩室内 

桜木町駅 北改札内 無人 9:00～20:00 

小田原駅 みどりの窓口内 無人 8:00～18:00 

武蔵小杉駅 新南改札 有人 10:00～19:00 

武蔵溝ノ口駅 改札 有人 10:00～19:00 

登戸駅 改札 有人 9:30～19:00 

町田駅 中央改札 有人 9:00～20:00 

戸塚駅 橋上改札 有人 10:00～20:00 

大船駅 南改札 有人 9:30～19:30 

熱海駅 改札 有人 9:00～19:00 

熊谷駅 改札 有人 9:00～20:00 

駅たびコンシェルジュ 

仙台 
有人 10:00～17:30 

4月中旬 開始予定 津田沼駅 未定 無人 未定 

5月 1日 開始予定 吉川美南駅 改札 有人 9:00～20:00 2台 

 

※1 サービス開始日および予約開始日が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。 

※2 貸出場所および営業時間が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。 

※3 上記サービス提供箇所は貸出場所以外への返却は出来ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．ベビカルについて 

「もっと気軽に子供と外出できる社会を！」をコンセプトに、子育て世代が子供と気軽に外出できる社会の実現を目

的とした、外出先でも便利に利用できる予約可能なベビーカーのレンタルサービスです。観光や旅行の際はもちろん、

お買い物やランチなど短時間でも気軽にご利用いただけます。 

 

サービス開始日 2021 年 4 月 22 日（木） 

現展開箇所 

（駅名） 

東京・新宿・池袋・上野・赤羽・立川・国分寺・府中本町・葛西臨海公園・新木場・新日本橋・横

浜・川崎・日吉・鎌倉・浦和・さいたま新都心・戸田公園・武蔵浦和・所沢・航空公園・川越・舞

浜・新浦安・海浜幕張・千葉など首都圏主要駅および高崎・那須塩原・小淵沢・軽井沢・仙台・

盛岡・角館・大阪（梅田）など計 40 カ所（2022 年３月 24 日時点） 

 
WEB サイト https://babycal-jre.com 

利用料金 

（税込） 

1 時間 250 円、以降 30 分ごとに 100 円（最大料金設定有） 

※クレジットカードによる WEB 決済 

※会員登録で初回 1 時間無料クーポン配布中 

お客さま 

お問合せ先 
0120-619-305（営業時間 8:00〜22:00 年中無休） 

 

 

 

 

 

https://babycal-jre.com/

