
クルマの利用方法（V220d）①

施錠
開錠

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

本車両をご利用される際は、下記の項目を必ずご確認ください。
ハンドル周辺のスイッチ操作

❶ 鍵の取り出し方

◎1 ◎2 ◎3ライトの操作 クルマの速度が上がらないとき

□１  助手席のグローブボックスを開けます

□２  グローブボックス内にエンジンキーが
あります

□３  鍵を返却から貸出へ回し抜いてください

□４  利用中の開錠と施錠はエンジンキーを
使用してください



クルマの利用方法（V220d）②

❸ ミラーの操作❸ ミラーの操作

差し込み式：
ブレーキを踏みながら
エンジンキーを差し込んで回してください

ボタン式：
ブレーキを踏みながら
ボタンを長押ししてください

□１  ミラー操作のボタンはドアの内側に
あります

□２  調整したいミラーを選択してください
□３  調整スイッチで上下左右を調整してください

調節
スイッチ

格納スイッチ

右スイッチ左スイッチ

❷ エンジンのかけ方



クルマの利用方法（V220d）③

シフトポジション

□１  ウインカーレバーはハンドル左のレバー
右折：レバーを上に上げてください
左折：レバーを下に下げてください

□２  シフトレバーはハンドル右のレバー
R(後退)：レバーを上に上げてください
D(前進)：レバーを下に下げてください
P(駐車)：レバーの側面ボタンを
           押してください

□４  ワイパーとウォッシャー液の噴射

ウインカー、ハイビーム
ワイパー、ウォッシャー

シフトレバー

パーキング

Ｎ

Ｒ

Ｄ（前進）

（後退）

ハイビーム

パッシング
ウォッシャー
噴射

ウィンカー
右折点滅

ウィンカー
左折点滅

ワイパー 左のレバーのつまみを
回してください
左レバーの側面ボタンを
強く長押ししてください

ワ イ パ ー ：

ウォッシャー液：

□３  シフトの状態はメーターの真ん中で
確認できます

❹ ハンドル周辺
◎1



クルマの利用方法（V220d）④

ライトボタンの下に電動パーキング
ブレーキのスイッチがあります
解　除：

掛ける：

バックドアのエンブレム下にボタンがあります
開ける：ボタンを押してください
閉じる：バックドアの本体の下側面の
　　　 ボタンを押してください開ける

（ボタンを押す）

押す
（解除）

引く
（掛ける）

閉じる
（ボタンを押す）

❺ ライトの操作

ライトは自動に点灯・消灯します
AUTOの位置から動かさないでください

◎2オート点灯

ヘッドライト

パーキング
ライト

車幅灯

❻ 電動パーキングブレーキの操作

❼ バックドアの開閉

ブレーキを踏みながら
ボタンを強く押してください
ブレーキを踏みながら
ボタンを強く引いてください



クルマの利用方法（V220d）⑤

記載されているシートアレンジ方法以外での
ご使用はしないでください

シートを前後にスライド
（レバーを上げる）

□２  サードシートをスライドするときは
バックドアから見て右端のレバーを
上ながら前後へスライドしてください

❽ サードシートの倒し方

□１  シートを正面から見て
左右の端のレバーを下げてください



クルマの利用方法（V220d）⑥

□１  助手席側に給油口があります

□２  助手席のドアを開けてください

□３  給油口の蓋を開けてください

□４  緑の蓋を開け 軽油 を入れてください

給油口は助手席側です

給油口は助手席側です

給油口は助手席側です

給油口は助手席側です

❾ ガソリンの給油



クルマの利用方法（V220d）⑦

戻る お気に入り

音量調整

カーソル

□１  シート調整のスイッチはドアノブの
横にあります

電動タイプ：

□２  リクライニング、前後調整、座面の高さを
各スイッチで調整してください

□１  シート調整のレバーはシート本体に
ついています

□２  リクライニング、前後調整、座面の高さを
各レバーで調整してください

手動タイプ：

シート前後調整・高さ調整

リクライニング
調整

リクライニング
調整

シート高さ調整

シート前後調整

各ボタンをタッチすることでカーナビの
操作ができます

10 シート調整の仕方

11 カーナビのリモコンについて



クルマの利用方法（V220d）⑧

カーナビリモコンの下にあります

クルーズコントロール及び
スピードリミッターが設定されています
解除方法は、レバー先端を　　押してください

◎3

点灯している場合
速度が制限されます

鍵の返却をして車外に出る前に次の５点のご確認とご協力をお願いします。

忘れ物
（ETCカード）

窓の閉め忘れルームランプ・
ライトの消し忘れ

清掃・
ごみ持ち帰り

ドアミラーの
格納

鍵を貸出から返却へ回してください

13 鍵の返却13 

11 ETC 車載機の位置について

12 クルマの速度が上がらないときは



カーナビ画面について

カーナビの画面を操作する
スイッチです。

コントローラーおよびスイッチ

ナビゲーションモードに
切り替え

a

リターンスイッチb

お気に入りスイッチc

d コントローラー
・まわす
・左右にスライドする
・前後にスライドする
・斜めにスライドする
・軽く押す、
　または押して保持する

※ご不明な点はカレコ・サポートセンター（0120-841-960）までご連絡ください。

メルセデス・ベンツ

カーナビ画面で使用する機能は以下の通りです。
※走行中は操作できません。

COMAND コントロールパネル 

 

 

a

d

b c

ディスプレイ

COMAND コントロールパネル

コントローラーおよびスイッチ



目的地検索・ルート設定方法①
ナビゲーションモードからメニューを表示して
「目的地」を選択すると、住所や電話番号など
で場所を探すことができます。
※走行中は操作できません。

メルセデス・ベンツ

目的地は以下の方法で検索できます

住所検索

施設を検索する

以下の施設を検索する
・現在の車両位置
・クロスカーソル位置周辺
・目的地
・ルート周辺

電話番号を使用しての検索

設定されているシステム言語により、
検索は以下を使用して行われます
・ラテン文字（英語）
・かな文字（日本語）

郵便番号を使用しての検索

保存したメモリ地点を検索する

以前の目的地の検索

アドレス帳から検索する

地図上で検索する

住所

施設

周辺施設検索

電話番号

かな入力または
カナ検索

郵便番号

メモリ地点

目的地の履歴

アドレス帳

地図からの設定



目的地探索・ルート設定方法②

●ナビゲーションによるルート案内時も、実際の道路標識や現地の状況に
　従ってください。ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると
　実際の交通規則に反する場合や、自動車が通行不能な道・地元住人しか
　利用できない道などを探索することがあり、交通事故の原因となります。
●走行中は操作できません。必ず安全な場所に車を停車し、サイドブレーキ
　をかけて使用してください。

目的地検索・ルート設定方法②
例として「50音検索」で目的地を探す方法を説明します。
※走行中は操作できません。

メルセデス・ベンツ

❶

目的地を選択して案内を開始する。❼　　

かなを入力する。ナビゲーションモードに
切り替える。

❻

コントローラーを下にスライド
しメニューを表示する。

❷

「目的地」を選択する。❸

「目的地検索」を選択する。❹

「かな入力」を選択する。❺

注意事項



コントローラーを下にスライド
しメニューを表示する。

❷

メルセデス・ベンツ

目的地履歴の削除
会員様のプライバシー保護のため、利用終了前に目的地履歴の削除を
お願いします。
※走行中は操作できません。

目的地探索履歴の削除

ナビゲーションモードに
切り替える。

「全削除」を選択する。

「はい」を選択し、すべての目的
地を削除する。

❶

❸「目的地」を選択する。

❹「目的地の履歴から」を選択する。

❺ コントローラーを右へスライド
し、メニューを表示する。

❼

❻



オーディオ操作方法

メルセデス・ベンツ

オーディオの操作はコンソールのボタンより行うことができます。
※走行中は操作できません。

 

a  ラジオモードに切り替える h テンキー
・放送局を保存する
・携帯電話を認証（接続）する
・電話番号を入力する
・文字を入力する

i COMANDシステムの作動
または停止の切り替え
音量の調節

ｊ SDメモリーカードの挿入または
取り出し

k ミュート機能のオン/オフの
切り替え
ナビゲーションの音声案内を
停止する

b メディアメニューを呼び出す

d 放送局リストから以前の放送
局を選択する
後ろのトラックにスキップする
早戻しする

f クリアスイッチ
・文字を削除する
・項目を削除する

g 放送局リストから次の放送局
を選択する
前のトラックにスキップする
早送りする

e CD/DVDの挿入/取り出し

c CD/DVDの挿入/取り出し

h

a db c e f g

ij

ｋ



Bluetoothオーディオメニュー
で「オプション」を選択する。

❸

「Bluetoothオーディオデバイス」
を選択する。

❹

メルセデス・ベンツ

Bluetooth登録方法
ハンズフリー携帯の使用やスマホ・携帯電話にダウンロード済の音楽
を車内で聞くには、Bluetoothの設定が必要です。あらかじめお使い
になる携帯電話のBluetooth機能をＯＮにしてください。
※走行中は操作できません。
※スマホ・携帯電話のBluetoothの設定や操作については各キャリアへお問い合わせください。 

「MEDIA」を押す。❶

メニューで「B lue too t h
オーディオ」を選択する。

❷

「オーディオデバイス検索」を選択する。❺

「検索開始」を選択する。
COMANDシステムは、範囲内の
Bluetooth®オーディオ機器を検
索してそれらをBluetooth®デバ
イスリストに追加します。

❻

まだ認証されていないBluetooth®
オーディオ機器をリストから選択
し、画面の指示に従って認証を開
始します。

❼

a  範囲内にあり、すでに認証さ
れているBluetooth®オー
ディオプレイヤー

b 範囲内で新たに検出された、
Bluetooth®オーディオモー
ド付き携帯電話

a
b



Bluetoothオーディオの再生方法 電話のかけ方・うけ方

ハンズフリー携帯・Bluetoothオーディオ利用方法
Bluetooth設定が完了したスマホ・携帯電話は、カーナビでハンズフ
リー携帯とBluetoothオーディオの再生が可能です。
※走行中は操作できません。

メルセデス・ベンツ

「TEL」スイッチを押す。❶

メニューバーを表示する。❷❷

a  オーディオ伝送状況

b メディアリスト内のデータ媒体
の位置

d デバイスリスト

f 接続されているBluetooth®
オーディオ機器の名称（例）

g オプションメニュー

e 再生の停止または開始

c サウンドの設定 a  携帯電話ネットワークの電波強度
b 受話器アイコン

d 現在接続されている携帯電
話のBluetooth®機器名

e 電話帳の表示

c 電話メニューの文字バー

※電話がかかってきたとき、
コントロールパネルの操作で
電話をうけることができます。

「MEDIA」スイッチを押す。❶

メニューで「Bluetoothオーディ
オ」を選択する。

a

a

d
d

b b

c

c

e

e

fg

発 信する連絡先を選択して
メニュー内の　　  を選択して電
話をかけます。

❸



Bluetoothの登録件数が制限に達すると、次の利用者が登録できなく
なります。利用終了前に登録情報の削除をお願いします。

メルセデス・ベンツ

Bluetooth登録情報の削除

※走行中は操作できません。

「認証取消し」を選択する。
この機器の認証を本当に解
除したいかどうかを確認する
メッセージが表示されます。

❸Bluetooth®デバイスリスト
からBluetooth®オーディ
オ機器を選択する。

❶

Bluetooth®オーディオ機
器の右のマークを選択する。

❷

「はい」を選択し、機器を
Bluetooth®デバイスリス
トから削除する。

❹


