
よくあるご質問〈メルセデス・ベンツ〉
みなさまからお寄せいただいたお問い合わせを掲載しております。 
お問い合わせの前に、まずこちらをご参照ください。

❷
❸

❽

❼
❻

❺

❹❶

❺
❶…ETC 車載器の場所
❷…エンジンのかけ方
❸…電動パーキングブレーキ
     （サイドブレーキ）の場所
❹❺…座席シートの調整

❻…スピードが上がらない
❼…ライトがつきっぱなしに
　　なっている
❽…表示灯がついている

※エンジンキーは運転者が
　必ず携帯して下さい。

エンジンのかけ方
〈キーを差し込むタイプ〉❷

エンジンキーを差し込み、ブレー
キを踏み、エンジンキーを回しエ
ンジンを始動してください。 

エンジンのかけ方
〈ボタンタイプ〉❷

ブレーキを踏みながらSTARTボ
タンを押し始動してください。 

電動パーキングブレーキ
（サイドブレーキ）の場所❸

運転席右下にあります。
レバーを押すと作動し、ブレーキ
を踏みながら引くと解除します。

ETC 車載器の場所❶

助手席前のグローブボックス内に
ございます。



オート点灯

ドアミラーの
△表示

ブレーキを強く踏み
込むことでペダルを
離しても停止状態を
保つ機能

斜め後ろに車両がいる場合点灯します。

シフトポジション横の表示

メーターパネル内の表示

E/C 快適性と経済性を
重視した走行モード

Ｓ スポーティな走行に
適したモード

Ｍ マニュアルギアシフト

＜ホールド機能＞ ＜駐車支援システム＞

〈解除方法〉
シフトポジションをDま
たはRにしてください。

※上記ボタンで変更可能

解除後、左記表示灯が
消えているか確認ください。

点灯している場合
速度が制限されます

スピードが上がらない

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おります。
解除方法は、レバー先端を　　押
してください。　

❻

表示灯がついている❽

ライトがつきっぱなしに
なっている❼

ライトは「オート点灯」のまま運転し
てください。また、利用終了後（施錠
後）数秒間、車内灯、メーターパネ
ル、ライトが点灯しておりますが、自
動消灯いたします。

シート前後調整・高さ調整

リクライニング調整
座席シート調整
〈電動タイプ〉❹

シートのドア側のスイッチ操作で
調整ができます。

リクライニング
調整

シート高さ調整

シート
前後調整

座席シート調整
〈手動タイプ〉❺

シート脇、下部のレ
バーで調整ができま
す。

超音波センサー
が最適な駐車ス
ペースを検出して
います
※システムに頼るこ
となく、必ず周辺状況
を確認してください。



クルマの利用方法（B180）①

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
・ライトの操作
・クルマの速度が上がらないとき

････････････
･･････････････････････････

･･････････

利用開始

◎1
◎2
◎3

施錠
開錠

エンジンのかけ方❹

鍵の場所
助手席前のグローブボックスにエンジンキーが入っ
ています。 （写真❶）

❶

❷

エンジンキー❸

❶

鍵の取出し方❷

利用中の開錠と施錠❸

キーボックスからエンジンキーを取り出します。その
際、返却 から 貸出 の位置に回してから、エンジンキ
ーを抜いてください。 （写真❷）

利用中の開錠と施錠は、通常のクルマと同様にエンジ
ンキーで行ってください。携帯電話および IC カードで
の操作は必要ありません。 （写真❸）

＜プッシュタイプ＞
ブレーキを踏みながら START ボタンを押し始動してく
ださい。（写真❹-2）

＜キーを差し込むタイプ＞
エンジンキーを差し込み、ブレーキを踏み、エンジンキー
を回しエンジンを始動してください。 （写真❹-1）

※エンジンキーは運転者が必ず携帯して下さい。

キーボックス
用キー

❹-1

❹-2



クルマの利用方法（B180）②

ハイビーム

パッシング

ウォッシャー
噴射

利用時
❶

❷-1

❷-2 ❷-3

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

調節
スイッチ

シフトポジション

ウィンカー
右折点滅

ウィンカー
左折点滅

❷-4＜ウインカー、ハイビーム、ワイパー、ウォッシャー＞
（写真❷-4） 
レバーを上下に操作すると方向指示器が点灯します。
またレバーを奥に倒すとハイビームになります。手前へ
引くとパッシングになります。
レバーの先を手前から奥に回すとワイパーが低速⇒高
速に動きます。
レバーの先端のボタンを押すとウォッシャー液が噴射
しワイパーが数回作動します。

＜シフトレバー＞
走行時のシフトレバー操作は写真
の通りになります。（写真❷-2）
シフトポジションはメーター内に
表示されます。（写真❷-3）

ハンドル周辺には 2つのスイッチがあります。（写真❷-1）
ハンドル周辺のスイッチの操作❷

❸ オート点灯

ヘッドライト
パーキング
ライト

ライトは「オート点灯」のまま運転してください。エンジ
ン停止後は、自動で消灯されます。パーキングライトは
後方ライトのみ点灯する機能です。エンジン停止後も
消灯しませんので、ご注意ください。（写真❸）

ライトの操作❸

ミラーの操作❶
運転席ドア部にドアミラースイッチがあります。
（写真❶）

格納スイッチでドアミラーが開閉します。
左右スイッチを押して調整するミラーを選びます。
調節スイッチを操作してミラー鏡面を上下左右方向に
調整します。調整したあとは後方確認が十分できるか
確認してください。 
※利用終了時は必ずドアミラーを閉じてください。

格納
スイッチ

右スイッチ左スイッチ

パーキング

ワイパー

※利用終了時は必ずオート点灯にしてください。

◎1

◎2
車幅灯

Ｎ

Ｒ

Ｄ



クルマの利用方法（B180）③
❹

❺バックドアの開閉❺

ガソリンメーターが残り 1/2 以下になりましたら、
給油のご協力をお願いします。
＜給油方法＞
エンジンをOFF にします。
給油口の右端を奥まで押してください。手を離すと
給油口が少し浮き上がります。給油口を開け、キャッ
プをゆっくりまわして開けて下さい。 給油口のキャ
ップを閉めるときは、キャップを“カチッ”と音がする
までまわして閉めます（写真❼-1・❼-2）
※給油はハイオクでお願い致します。

ガソリンの給油

※利用終了時は元の位置にお戻しください。
※戻す際はシートベルトを挟まないようにご注意ください。

❼

レバーを引き、背もたれを前方に倒します。もとに戻す
ときは、背もたれを起こして固定します。 （写真❻）

リアシートの倒し方❻

ノブを引いたまま、ドアを持ち上げるとバックドア
が開きます。（写真❺）

シートの調整は下記の 2種類のタイプがあります。

＜電動タイプ＞
シートのドア側のスイッチ操作で調整ができます。
（写真❽-1）

＜手動タイプ＞
シートについているレバーで
調整ができます。
（写真❽-2･❽-3）

座席シート調整の仕方❽

シート前後調整・高さ調整

ハンドルの右下のレバーを押すと作動し、ブレーキ
を踏みながら引くと解除します。作動している時は
メーター内のパーキングブレーキ表示灯が点灯し
ます。 （写真❹）

電動パーキングブレーキの操作❹

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

❽-1

❽-2 ❽-3

❻

❼-1

❼-2
給油口は助手席側です

給油口は助手席側です



クルマの利用方法（B180）④

利用終了（返却時）

❶鍵の返却・施錠❶
キーボックスにエンジンキーを戻し 貸出 から 返却 
の位置に回してください。 (写真❶)　
車外に出て、携帯電話または ICカードにて利用終了
操作をしてください。

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

モニター上の操作は運転席左側のコントローラーで
行ってください。タッチパネルで操作はできません。 
カーナビの詳しい操作の仕方は「Ⅱ．カーナビ・オー
ディオについて」をご確認ください。 （写真❾）

カーナビのリモコンについて ❾❾

助手席グローブボックス内の上部に設置されて
います。（写真10）

ETC 車載機の位置について10 10

ウインカーレバー下にあるレバー先端を押すと、ラ
ンプが点灯します。点灯しているときは速度が制限
されます。（初期設定 30km） レバー先端を再度押す
と解除となります。（写真11）

クルマの速度が上がらないときは11
11

戻る クリア

決定

点灯している場合
速度が制限されます

◎3

メニュー選択
ダイヤル


