


モバイルバッテリーレンタルサービス

スマートフォンやタブレットなどを充電できる
モバイルバッテリーのレンタルサービスです
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シェアリングサービス導⼊

充電しながら⾃由に移動できる

アプリでワンタッチでレンタルできる

どこでも借りられて、どこでも返せる

現⾦を使わずアプリ内で決済可能



シェアリングサービス導⼊

商業施設

ステーションの設置ロケーション
レストラン 居酒屋・バー カフェ カラオケ

遊園地 スタジアム ゲームセンター フィットネス 観光スポット映画館

イベント会場 温泉・旅館 スキー場 海⽔浴場 ⼤学空港・駅
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サービス特徴

導⼊
メリット
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在庫管理
モバイルバッテリーの利⽤状況をシステムで
管理します。貸出可能数も⾃動的に把握します。

トラブルの防⽌
充電状態をリアルタイムで確認。充電時、
内部温度が設定の温度を超えるとシステム
が作動し⾃動的に電源が切れます。

災害時⽀援
⼤規模災害発⽣時はロックを解除し、無料で
バッテリーをご利⽤いただくことも出来ま
す。

【業界初】UV＆抗菌
充電スロット内のUV紫外線消毒ライトでバッテ
リーを消毒殺菌。モバイルバッテリーは抗ウイ
ルス、抗菌加⼯を施し、SIAA認証取得。

サポート体制
アフターフォローサービスはもちろん、
万が⼀トラブルがあった場合でも、担当
スタッフが対応させて頂きます。

【業界最安値】
ワンコイン100円でモバイルバッテリーのレンタルが可能。



UV除菌説明
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１．モバイルバッテリーは、抗ウイルス・抗菌加工を施しており、SIAA(抗菌製 品技術
協議会)認証。

※  SIAA（抗菌製品技術協議会）とは、適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普及
を目的とし、抗菌剤・防カビ剤および抗菌・防カビ加工製品のメーカー、抗菌試験
機関が集まってできた団体です。

UV紫外線&抗ウイルス・抗菌加工の二重殺菌！
99.9%の菌を除去！チャージャーに戻す度に自動除菌

１．バッテリー返却時、バッテリー検出スイッチと盗難防止センサーが作動し、バッテ
リーが正常に返却されたと判断したらUV紫外線消毒ライト板を動作。

２．一度の点灯時間は10分間、時間が経過した後は自動的に消灯。
３．消毒ライト板は19度の鋭角になっているので、紫外線がバッテリーの表裏に十分か

つ効果的に照射して、消毒殺菌機能を発揮。
４．スペースの占有を最小限に抑えるために、光の深さと広さのアルゴリズムを採用。
５．UV紫外線消毒ライト板はFR4 94V-0ガラス繊維の防炎素材から成り板の底には良質な

アルミニウム基盤から熱放射の効果。
６．人感センサー搭載で自動で殺菌停止。人体への影響なし。



⚡ 会員登録

ご利⽤⽅法・システム

⚡ 探 す

の使い⽅はカンタン
⚡ 借りる ⚡ 充 電 ⚡ 返 却

QRコードをスキャン
し、Webサイトで新規
登録するか、SmaCha
アプリをダウンロード
し、新規登録を行う

SmaChaアプリを起動
し、地図上で近くの
SmaChaステーション
を検索する

アプリでQRコードを
スキャンし、決済を行
い、貸し出される

モバイルバッテリーの
ケーブルをスマホに
つなげて充電スタート

最寄りのステーション
の空いているスロット
にモバイルバッテリー
を挿し戻すだけ

100円 ＋100円 7⽇超過した場合 ⾃動的に買取となる ⇨1,500円

Start 1⽇

200円

＋100円 ＋100円 ＋100円 ＋100円 ＋100円

2⽇ 3⽇ 4⽇ 5⽇ 6⽇ 7⽇

300円 400円 500円 600円 700円

ご利用料金 100円/1日
決済⽅法

業界最安値

※１回使用料金(税別)
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キャリア決済は順次サービス開始



導⼊背景

⼈々の消費スタイルは

シェアリングエコノミーとして時代は変化しています

単独所有 共同利⽤ へと、個々の⽣活を⾶び越え

シェアリングエコノミー市場規模合計

1兆 8,874億円 11兆 1,275億円
出典：シェアリングエコノミー協会の市場調査 2019年４⽉9⽇

2018年度 2019年度
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背景と現場

1988年 1998年 2008年 2018年 2025年

スマートフォン（iPhoneの場合）の性能は初期のものからおよそ40倍も進化を遂げたが、
バッテリー性能の成⻑幅は約2.7倍に留まっている。その⼀⽅で動画視聴やスマホゲームに
よるバッテリー消費量は⼤きくなっており、充電の頻度と必要性は⾼くなっている。

今後、モバイル機器の
電⼒需要がさらに増加
し、電池性能と電⼒需
要の乖離が⼤きくなる
ことが懸念される

CPU GPU

通信技術
映像技術

VR AR MR

電池性能

電⼒需要

iPhone

乖離が⼤きくなる！！GPS、写真、動画などご利⽤のユーザーは
充電需要が⾮常に⾼い

導⼊背景
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導⼊背景

モバイルバッテリーをご⾃⾝でお持ちの場合、常に持ち歩けなければなら
ず、時には邪魔な荷物となってしまうこともある。またモバイルバッテ
リー⾃⾝の充電も⽋かさず、時間と⼿間が⽣じることもある。

店舗などに設置されている固定型充電スタンドは、スマートフォン
を⼀時的に預ける必要があるため、⾏動が制限されてしまう。しか
も、充電が必要なタイミングで使⽤可能な充電スタンドを探すのは
とても難しい。

背景と現場
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温度保護 過電流保護

過電圧保護 ショート防⽌

安全認証⾼速リンク

製 品

モバイルバッテリー

⚡USB Type-C

⚡Lightning

⚡microUSB

※スマートフォン・タブレット・IQOS等に使⽤できます

性能スペック

●電池容量：5000mAh
●出⼒ ：5V/2A
●重量 : 150g
●サイズ ：幅７２mm

：⾼１５０mm
：厚１６.１mm

●ケーブル：
microUSB/Lightning/USB Type-Ｃ
●電池残量：１点灯２５％/２点灯
５０%/３点灯７５％/全点灯１００％
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防カビ性

安全性

150mm
72m
m

16.1mm



製 品
チャージャー

■レンタルスタンド６口モデル

●サイネージ：10.2インチ
●電源 ：12V/8A
●重量 : 3500g
●サイズ ：縦188mm/横290mm/⾼さ245mm
●スピーカー：あり
●消費電⼒ ：6ｗ
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■レンタルスタンド２４口モデル

●サイネージ：21インチ
●電源 ：12V/12.5A
●重量 : 35㎏
●サイズ ：縦485mm/横590mm/⾼さ1500mm
●スピーカー：あり
●消費電⼒ ：36ｗ

※⼀部デザインが異なることがございます。



シェアリングサービス導⼊

設置ロケーションにおける３つのメリット

① 設置による店舗収益の増加
お客様のご利⽤料⾦は、設置店舗様とのレべニューシェア
（収益分配）となります。

② 新規顧客の拡⼤と既存顧客の維持

SmaCha設置により集客効果及び顧客満⾜度の向上に
つながります

③ SmaChaマップで店舗プロモーション
SmaChaマップによる情報配信がそのまま店舗のプロ
モーションとなります

SmaCha

SmaCha
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国内バッテリーシェアリングサービス3社⽐較
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SmaCha Charge Spot 充レン

運営会社 （株）大倉 (株)INFORICH 東京電力エナジーパートナー(株)

設置台数 20,000台目標（2022年までに） 22,000台 16,220台

料金(税別) １回１００円
最初の１時間１５０円　４８時間まで３００円　

７日間までは１日１５０円
翌日の２４時まで３００円　以降１日毎３００円延長料金

買取金額(税抜) ７日超過したら違約金１,５００円 ７日目を超えると違約金１,２３０円 ４日目２４時以降は延滞料金３,０００円

抗菌仕様
　・モバイルバッテリーを抗菌性、SIAA認証取得
・充電スロット内にUV紫外線消毒ライト配置
　消毒殺菌機能を発揮させることが出来ます

・モバイルバッテリーを抗菌性、SIAA認証取得
・モバイルバッテリーを抗菌性、SIAA認証取得

　 　・自然エネルギーにより発電された電力を使って充電

導入店舗収益 店舗バックあり 店舗バックなし 店舗バックなし

導入費用 無料 無料  コスト3,000円/月(免除あり)

サイネージ展開 ◯ ◯ ×

スロット数 6 口・24 口 ５口・10口・20口 ８口

電気代 300円・500円 324円・640円・1458円 200円

利用方法 アプリダウンロード＆会員登録＆決済方法登録 事前に専用アプリで会員登録＆決済方法登録 QRコード読取＆決済方法登録

決済方法 PayPay/LINEpay/WeChatpay/Alipay/UnionPay PayPay/LINEpay/WeChatpay/Applepay PayPay/LINEpay

クレジットカード Visa/Master/JCB/Amex/Diners/Discover Visa/Master/JCB/Amex/Diners Visa/Master/JCB/Amex/Diners

インバンド対応 英語・中国語・韓国語に対応 英語、中国語に対応 英語・中国語・韓国語に対応



ロケーション計画
⽇本国内展開スケジュール（モバイルバッテリー）

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

20,000台
150,000台60,000台 100,000台40,000台
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第1弾
モバイルバッテリ―シェアリングサービス
※2021年2⽉サービス開始

第2弾
顔認証決済対応「smartロッカー」※2021年夏サービス開始予定
SMACHA BASE Tokyoにて展⽰開始

商業IoTトータルサポートサービスを提供致します
第2弾
顔認証決済対応「無⼈店舗」 ※2021年秋サービス開始予定
SMACHA BASE Tokyoにて展⽰開始

第2弾
顔認証決済対応「smart販売機」※2021年夏サービス開始予定
SMACHA BASE Tokyoにて展⽰開始



いつでも・・誰でも・・どこでも


