
ねむりぃ

取扱説明書



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。

ご使用前に必ずお読みください。

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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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）

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

燃料は満タンにして
返却してください。
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給油口は、
運転席側ドアの下にあります。
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レギュラーガソリン

ＥＴＣカード差し込み口は、ダッシュボードの
中に設置してあります。



警告
走行中は、かならずシートのお座りになり、
シートベルトを着用してください。

●ベッドキットについて

ねむりぃ（スズキエブリィワゴン）の基本就寝定員は、２名です。

ねむりぃのベッドキットは、家具職人が作ったオーダーメイドのベッドキットを搭載しています。

○ベッドキットセット方法
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1. スライドレバーを上げながら
シートを一番前までスライドさせる

2.トランクに収納して
あるマットを一旦、
運転席へ移動させる

3.肩のレバーを
引きながら
シートを前に倒す

シートをたおす

シートレバー

拡大 黒いひも

4. シート後ろの黒いひもを
引っ張りながら
シートを持ち上げる

↖持ち上げる
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①黒いひも 持ち上げると落ちる

強く押す

シートが足下に沈む

5. シートを持ち上げて、スライドさせ足下に収納する
6. 反対側のシートも同じように足下に収納する

7. 収納箱を一段下に
下ろし、ベッドの
土台にする

下ろす
収納兼ベッドの土台

8. 板を引っ張りながら
持ち上げ、
フラットにする
※指はさみ注意

ここがポイント！！
差し込むようにしてから
山折り部分を押す

9. 反対側も同じようにフラットにする



10. マットを敷く

マットの裏にナンバーが
貼ってあります。
ナンバーに従って、
敷いてください。
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ベッドキッド 収納時

引出しの鍵は、左右共通です。



●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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・扇風機（夏期） ＵＳＢ充電式

・

・エコフロー ポータブルバッテリー

① ②

①主電源

②ＡＣ電源 コンセントが使用可能

③バッテリー 残量モニター

ポータブルバッテリーの充電ケーブルは、
ダッシュボードに入っています。

③

・電気しき毛布（冬期）

ポータブルバッテリーのＡＣ電源に

コンセントを差し込んで、ご使用ください。

・ミニテーブル ・傘ぶくろ ・カーペットクリーナー



・サーモプロテクター

全面（8面）サンシェード

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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●カギについて

メインキー

エンジン
運転席ドア
助手席ドア
バックドア

Keycafe

キーボックスカギ

引出し

トランク収納
左右共通キー
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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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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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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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