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はじめに

このたびは、イーキャンライフをご利用いただき

誠にありがとうございます。

本書はキャンピングカーの取り扱い方法を説明したものです。

キャンピングカーの取り扱いは乗用車とは異なり、

いろいろな機能や機器など

居住に関わる部分を多く取り付けておりますので、

ご使用前に必ずお読みください。

ボディーサイズも乗用車やワゴン車と異なり、

ひと回り大きいサイズですので、

運転には十分にお気をつけください。

本書は次のお客様のためにも大切に保管ください。

車両の使用などの変更により、取り扱い部品、設備に関して

内容が一致しない場合もございます。

あらかじめご了承ください。
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●バッテリー残量について

バッテリー残量計は、キャンピングカーにとって大切な

サブバッテリーの状態を確認することが出来ます。

サブバッテリーの電圧・現在の使用料の目安を確認することで、

突然サブバッテリーが無くなり、

室内の電気機器が使用できなくなるという不安を解消してくれます。

走行中や、外部電源をつなぐこと（Ｐ６）で、バッテリーは充電され
ます。

【バッテリー残量計の目安】

13.8Ｖ～ 走行充電中

12.7Ｖ～ 満充電

12.0Ｖ～ 良好

11.5Ｖ～ 充電が必要

10.5Ｖ～ 即時充電が必要
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●集中スイッチ・インバータースイッチについて

車内の電装品は一部を除き、ほぼ１２Ｖ製品になります。サブバッテ
リーは下駄箱内（下段の下ぶたをあけたところ）に設置されています。
電装品の操作は集中スイッチにて操作していただきます。集中スイッ
チの位置はキャンピングカー出入口、上部にあります。

・集中スイッチ

エントランス（入口ライト）

流しライト

リア１（後方ベッド下トランク）

リア２（後方ベッドライト）

冷蔵庫

水道ポンプ

室内灯１（中央ライト）

室内灯２（窓側ライト）

バンク（前方ベッドライト）

ルーフベント（換気扇）

・インバータースイッチ

コンセント・電子レンジ・テレビ

ＤＶＤ・扇風機を使用するときは、

テレビ後ろのインバータースイッチを

オンにしてください。
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●外部電源について

※ケーブルは、テレビ上の収納棚に設置してあります。

外部電源をつなぐことで、バッテリーが充電されます。メモリ最大で

の冷蔵庫の連続運転や長時間の電子レンジ使用の場合は、外部電源を

つないでください。

※前提としてキャンピングカーの電気はバッテリー

で動いているので電気は有限です。

特に一度に大量の電気を使う製品は基本的に

キャンピングカーの中で使うことができません。

例えば１5００Ｗ以上の【ドライヤー】や【電気ケトル】などの

熱を発生させる家電は多くの電気を一度に使います。ブレーカー

ヒューズが飛ぶ原因となりますので、キャンピングカーの中では使用しないでください。

外部電源を繋げると施設側の電気を車内でそのまま使えるようになり
ます。

この外部電源が繋がっている時だけ【ドライヤー】や【電気ケトル】
などが使用できます。

・外部電源が使える場所

外部電源はどこでも勝手に使っていいという訳ではありません。

代表的な施設は【RVパーク】です。RVパークは日本全国に存在する
車中泊専用駐車場で、トイレやゴミ捨てができたり、温泉が近くに
あったりと便利な場所が多いです。

他には【キャンプ場】でも電源が使用できるところがあります。

【AC電源付き】と書いてあれば使用できます。

施設によってサービスの内容が異なりますので、施設のホームページ等で事前にチェックし
て予約してください。

・暖房は？

暖房はFFヒーターという専用の暖房が搭載されています。この暖房は
燃料タンクから燃料を引いてきて燃焼させるタイプのもので、電気は
そこまで使用しません。ですので、暖房の場合は外部電源の接続なし
で簡単に使用ができます。※走行中は使用できません。
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●暖房について

※走行中は、使用しないでください。

サブバッテリーとガソリン燃料を利用した

エンジン停止状態でもご利用可能な暖房装置

が付いています。サブバッテリーを利用する

ことにより、アイドリング時の車両備付けの

暖房使用時のガソリン使用量に対し、約１／３程度のガソリン使用と

なり非常に低燃費かつ環境にやさしい暖房器具です。

１．運転席後方の壁面スイッチで、「ＯＮ」を押し、「温度調整のつ
まみ」を回せば、暖房がつきます。

・後部座席下の排気口から暖気が出てきます。

・車内が、一定温度（約２５℃）に達すると温風から送風に切り替
わります。

２．停止するときは、「温度調整のつまみ」を元に戻し、「ＯＦＦ」
を押してください。

●エアコンについて

※エンジン停止中は、使用出来ません。

エンジンをかけた状態で利用可能な後部座席用

エアコンが付いています。

１．運転席後方の壁面の「つまみ」を回せば、

エアコンが作動します。

２．停止するときは、「つまみ」を元に戻し

てください。
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●照明について

照明は各箇所に設置されています。

主に操作は集中スイッチの「エントランス」「室内灯1」「室内灯２」「バンク」
などの名称がスイッチ上に表示されており、

オンにすることによりスイッチが点灯します。

また、ベッドの照明は本体にもスイッチがあります。

※照明本体でオンオフできますが、長時間使用しないとき、

お帰りの際は必ず集中スイッチをオフにしてください。

●換気（換気扇）について

※走行中は、使用しないでください

１．はじめに、集中スイッチ（Ｐ２）の「ルーフベント」をオンにしてください。

２．フタを開けます。ファンのフタはつまみを回すことで開閉します。

また、つまみは押すことでロックになります。

３．スイッチをＯＮにすると、室内の空気を外に出す「換気」モードになります。

「ＩＮ（扇風機）/ＯＵＴ（換気）」を押すことで、モードが切り替わります。

４．「＋/－」ボタンで風力調節が出来ます。

５．停止するときは、「ＯＦＦ」を押します。ファンの動きが止まったのを確認
し、フタを閉めてください。

※ファンが回っている状態でフタを閉めたり、主電源を切ると故障の原因となり
ますので、やめてください。
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●キッチンについて

※車内で、火を扱う（ガスコンロ・炭火等）調理は出来ません。

・給水汚水タンク

１．集中スイッチの水道ポンプを押してください。

給水側の「水道ポンプ」に電気が流れた状態と

なり、蛇口をひねることにより、ポンプが作動

し水が流れます。出発時には給水タンク、汚水

タンクは共に空になっております。ご使用にな

る場合は自ら給水タンクに水を入れてください。

水を入れた状態で、走行すると水がこぼれる場合がありますので、

走行中は水は入れないでください。また、ご返却時には、両タンクの水を捨て
てください。

・冷蔵庫

１WAY（１２V）冷蔵庫

サブバッテリーから電源を供給します。

１．集中スイッチの冷蔵庫を押してください。

２．庫内のダイヤルメモリ1～2の状態で、

連続運転可能です。

メモリを最大の状態で連続運転する場合、必ず外部電源につないでください。
サブバッテリーの上がりの原因になります。

・電子レンジ

１．テレビ後ろのインバータースイッチを押してください。

長時間温める場合は、外部電源につないで

ください。他の電装品と同時に利用する場合、

ヒューズが飛ぶことがあります。

バッテリー残量を確かめながら、ご利用ください。
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●その他装備品について

サービス品です。ご自由にご利用頂けます。

※次のお客様のためにも大切にご利用ください。

・タープ

FIELDOORワンタッチタープテント3.0m

※必ず、脚をペグでしっかり固定し使用してください。

風速５ｍ以上でのご使用はおやめください。

タープテントが飛ばされる恐れがあります。
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・サーモプロテクター（３面サンシェード）

運転席後方上部収納

簡単に吸盤だけで装着でき、防寒・防熱対策や外の視線から車内をガード。

着替えや、車上荒らし対策としてもご利用頂けます。

・チャイルドシード（要予約）

必ずシートベルトで固定し、ご使用ください。

１才からご利用いただけるチャイルドシート

アイリスプラザ 3WAY チャイルドシート ブラック

４才からご利用いただけるジュニアシート

mifold hifold (ハイフォールド)  旅行時に折り畳み可能なブースターシート
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・ジャッキ

ジャッキは後部座席下にあります。

・傘ぶくろ

げた箱の中にあります。
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●カギについて

あお

メインキー
エンジン
運転席ドア
助手席ドア
燃料タンクのカギ

Keycafe

キーボックスカギ

きいろ

エントランスキー
右下１カ所のみ

みどり

共通キー
両サイドの
バゲッジドア
燃料タンクの扉
外格納庫の扉

※燃料タンクの蓋は
メインキーです。
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●カギの取り出し・返却について

キーボックスより、取り出し・返却が可能です。

庫内の照明は、扉を閉めると消えます。

①つまみを持ち上げる

②右に回す

扉の閉め忘れにご注意下さい。
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●カギの取り出し・返却について

扉を開けますと、キーボックスがありますので、画面にアクセスコードを入力
してキャンピングカーのカギの取り出し・返却を行ってください。

ご返却の際も、アクセスコードが必要になりますので、メール等ご返却まで大
切に保管してください。

取り出し（貸出時）
１．画面をタッチ
２．言語を選択
３．鍵を受け取るを選択
４．アクセスコードを入力 ＯＫ
５．この鍵を受け取る タッチ
６．鍵を受け取り、扉を閉めてくさい。

預け入れ（返却時）
１．画面をタッチ
２．言語を選択
３．鍵の預け入れを選択
４．アクセスコードを入力 ＯＫ
５．Keycafeのキーホルダーをタッチ（下図）
６．鍵を預け入れ、扉を閉めてくさい。

※ご返却時、アクセスコードを入力後
Keycafeのキーホルダーをタッチしてください。
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警告
走行するときは、フラット状態にしないでください。
急発進や、急ブレーキなど万一の時に危険です。
走行中は、かならずヘッドレストを装着してください。

●ベッドセット方法について

ねむてぃ（Atozアミティ）の基本就寝定員はバンクベッド（運転席上部）２名、ダイネット部（シート部
分）２名、２段ベッド各１名の計６名です。

走行中は、危険ですのでベッドに乗車することはお控えください。

○バンクベッド（運転席上部）使用方法

引出しタイプになります。通常は、エアウィーヴマットレスと、標準マットレスが敷いてあります。

○ダイネット部（シート部分）使用方法

テーブル脚の折りたたみは付け根のボタンを押すことで簡単に折りたためます。取り外したテーブルはシー
トとシートの間に裏返して収納して下さい。テーブル脚は完全に折りたたむことでロックされます。また戻
すときも付け根のボタンを押すことで脚が開きます。

ベッド展開及びシートアレンジはシート下記のレバーで操作できます。

写真の左レバーはシートが前後にスライドします。

また、右のレバーはシートが左右にスライドします。

ボタン押しながら
たたむ・戻す

シート間に
裏返して収納

シートが
前後にスライド

シートが
左右にスライド

シートをスライド
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1.シート下（画像１）の右レバーで、シートをスライドさせます。
2.左レバーで手前にスライドさせます。

ヘッドレストは取り外し、
安全な場所に移動して下さい。
走行中はヘッドレストの
装着をお願いします。

3.シート横にあるレバーを下に押しながら、背もたれをたおします。

4.窓側のベッドマットを開いたスペースにおさめます。

大人２名が就寝出来ます。

シートリクライニングレバー

たおす

ベッドの隙間に
シートをたおす

エアウィーヴマットレスを敷いて完成！！
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エントランスドアにご注意下さい！！
エントランスドアは、風を受けやすく、特に強い風がふくときはしまって
しまうこともあります。風の強いときなど、手など挟まれないようご注意
下さい。

エントランスの階段まで土足で上がっていただけます。
それ以外は、土足厳禁です。

車内は禁煙です。

車内に鍵を置いたまま、車から離れないで下さい。
キャンピングカーは、ドアノブを引きながらではなくても、鍵をした状態で
ドアを閉めると鍵がかかってしまいます。

ドアが開いた状態で肘などがあたり、
無意識にドアロックされてドアが閉まると
そのまま、ロックされてしまう事故があります。
必ず、車外に出る際は鍵をお持ち下さい。

指はさみ

注意！
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ドアを開けているときは、
必ずこの部分にドアを固定して下さい。
ドアを強い力で押し込みますと、ロックされます。

強風

ドアがバタン！



レンタカーの注意事項
キャンピングカーをご利用いただく際には、事故防止、装備品の破損防止の観点から徹底した注意喚起を行っております。
事故や故障があった場合の休業補償や修理・清掃代はお客様にとって非常に大きな負担となります。（自動車保険に加入し
ていても休業補償料や装備品の修理代・清掃代は別途ご負担いただきます。）
キャンピングカーの運転について
キャンピングカーは車高が乗用車に比べ高いため、風の影響を受けやすく、強風時の風圧で煽られふらつき、操作次第では
横転する場合がございます。
スピードの出しすぎには十分注意し、風で煽られた場合でも慌ててハンドルを操作しないようにしてください。
特に高速道路上では大型車が横を通過するだけでも風圧により、ハンドルを取られることもあります。
また、防風壁の切れ間やトンネル出口などでも風圧の影響がありますのでご注意ください。
トンネルや陸橋・標識、駐車場の高さ制限にもご注意ください。
バンク(運転席の上部）部分をぶつけて、損傷する恐れがあります。（修理費は高額となり、お客様のご負担となります。）
また、キャンピングカーは重量があるため、制動距離が乗用車に比べ長くなります。
前の車との車間距離を十分にとり、早めのブレーキを心がけ、無理な追い越し等はしないようにしてください。
特にカーブでは十分な減速をお願いいたします。
狭い道を走行する場合は、街路樹や生垣、道路標識などにぶつからないようご注意ください。
駐車時等、バックをする場合はバックモニターだけに頼らず、必ず目視で確認をしてください。
バックモニターには映らない上部の障害物（コンビニなどの看板等）にご注意ください。
走行中は必ずシートベルトの着用をお願いします。
チャイルドシートについて
6歳未満の幼児が乗車する場合には、チャイルドシートの使用が法令で義務付けられております。（当店でレンタルもご用
意しています。）
車内での調理について
車内での調理は禁止です。
清掃・消臭にかかる実費の他、営業停止の休業損害補償料をご負担いただきます。
ご返却時は車内にゴミを残さないようお願いします。
シンクについて
タンクは必ず付属しているベルトで固定してください。
走行中の振動や揺れで、タンク内の水があふれ出す可能性がございますので、タンク内の水は入れすぎないようにご注意く
ださい。
シンクには、熱湯・洗剤・石鹸・油もの・汚水・残り汁など流さないでください。
返却時、タンクの水は（給水、排水ともに）空の状態でお願いします。
キャンピングカーの装備について
些細なキズや損傷、不具合であっても返却時に申し出をお願い致します。（メール等）
返却後に発覚した場合、損害金をご請求します。
貸出不能の場合のご対応
キャンピングカーは特殊車両のため、万一の事故や故障・修理・不返還・天災・その他不可抗力により貸出不能になる場合
がございます。
その場合、ご入金された予約金を全額返金する事で、他の損害（キャンプ場・ホテルの予約、その他施設等の予約などの
キャンセル料金）については、当社への責任を問わないと共に違約金等の責任を問わないものとします。
返却の遅延について
交通状況等で返却時間に間に合わないと判断された場合は、必ずご連絡ください。
遅延延滞料金は各車両ごとに定められた追加料金（1時間ごと）の2倍の料金をご請求いたします。（1時間未満でも1時間と
して計算いたします。）
次のお客様までに十分な間隔を設けておりますが、万一返却の遅延により、次のお客様に影響の出る場合には、営業補償料
をご負担いただきます。
借受人は遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還後においては、遺留品の保管等について
一切責任を負わないものとします。
みなさまが気持ちよくご利用できるよう、ご協力を宜しくお願い致します。
交通違反をしたときはレンタカー返却時までに必ずご報告頂き、すみやかに所定の手続きと反則金を納付してください。
駐車違反について
違法駐車は短時間でも取締りの対象となります。駐車違反の取締りを受けた運転者は、下記の対応をお願いいたします。
放置車両の確認標章が貼付された場合
•すみやかに確認標章に記載されている警察署に出頭してください。
•所定のお手続きと反則金の納付を完了させてください。
•レンタカーご返却時に『交通反則告知書』『納付書・領収書』など、警察で受けっとた書類をご提示・ご提出ください。
レンタカー返却時に反則金の納付が完了していない場合は、放置駐車違反に関する自認書を作成していただきます。
『交通反則告知書』『納付書・領収書』のご提示がなかった場合
放置違反相当額と駐車違反違約金として30,000円をお支払いいただきます。
また車両放置等による、車両の探索・移動・保管・引き取りに要した費用は、別途実費を請求いたします。
※納付期限内に反則金を納付し、必要書類をご提示いただければ、違約金は返金いたします。
※反則金や違約金のお支払いをいただけない場合は、以後、弊社のすべてのサービス利用をお断りいたします。
その他の違反について
自動速度違反取締装置による交通違反や、警察の捜査協力依頼があった場合は該当する日時に、その車両を利用しているお
客様の情報を提供する場合がございますのでご了承下さい。
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3 ENEOS / 三光石油(株) 三光熊谷店
■所在地：〒360-0045 埼玉県熊谷市宮前町1丁目120

■営業時間：月～土7:30-20:00 祝8:00-20:00

■定休日：日曜日
■営業形態：フルサービス
■車で1.2キロ（約4分）

4 ENEOS / アキヤマ石油産業(株) 熊谷ハイタウンSS

■所在地：〒360-0161 埼玉県熊谷市万吉字前原 2363-1

■営業時間：7:00～23:00

■定休日：無し
■営業形態：セルフ
■車で3.4キロ（約8分）

燃料はレギュラーガソリン
ご使用になりました分のガソリン
補給をよろしくお願いたします

20

貸出・返却場所（イーキャンライフ）からの
最寄りガソリンスタンドを紹介

1日米石油(株) EneJet熊谷SS

■所在地：〒360-0032 埼玉県熊谷市銀座3丁目54

■営業時間：6:00～24:00

■営業形態：セルフ
■車で2.3キロ（約6分）

2 ENEOSフロンティアセルフ熊谷中央SS

■所在地：〒360-0018 埼玉県熊谷市中央2丁目312

■営業時間：24時間
■定休日：年中無休（年末年始除く）
■営業形態：セルフ
■車で3.1キロ（約10分）

返却時、いちじるしく補給量が少ない場合、
後日ガソリン代をご請求させていただきます。

キャンピングカーはオート
ストップで給油をすると、
ガソリンメータの「F」位置
まで入りません。

当店では写真の「満タン位
置」を満タンとしています。

ご返却際はこの満タン位置
まで給油してください。



車両の事故・故障は

こちらに連絡して下さい。

048ｰ577-4085
イーキャンライフ

（繋がらないときは090-7727-7885）

０１２０-024-024
故障・トラブルでも安心サポートセンター

24時間365日／スマートフォン・携帯電話ＯＫ

あいおいニッセイ同和損害保険

サービスのご利用にあたりまして、事前にイーキャ
ンライフへご連絡をお願いします。ロードサービス
につきましては、お客様ご自身で業者を手配され
た場合は、無料サービスの対象となりませんので、
ご注意下さい。
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