
このたびは、カーメイトRV-INNOデュアルアングルシングルタイプをお買い上げいただきまして
ありがとうございます。本品は、スキー/スノーボードを積載するためのRV-INNOシステムキャ
リア用のアタッチメントです。

本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。
本書をお読みになられた上で、ご不明な点がございましたら、本書記載のサービス
センターにお問合せください。

本品をお使いになる前には、必ず本書とベーシックステーセットの取扱説明書
をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書をお読みになった後は、ベーシックステーセットの取扱説明書とともに大
切に保管してください。
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安全にお使いいただくために

必ず守ってください

本品を安全に正しくお使いいただくために、次のことがらを必ず守ってください。

警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

走行前に必ず前後アタッチメント合せて4ヶ所
のノブが確実にロックされていることを確認し、
積載物を載せてノブにユルミがないように増
し締めしてください。

ノブにユルミがあると、走行時の風圧・振動
によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故
に巻込むおそれがあります。

キャリアの前後間隔は、50cm以上にしてくだ

さい。

キャリアの前後間隔が50ｃｍ未満の状態でアタ
ッチメントを取付けると、 アタッチメントに
無理な力がかかることによりキャリアが脱落
し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあり
ます。また、前後間隔が広すぎると積載物が
ずれ落ちるおそれがあります。12ページの
  積載可能スキー、スノーボードの確認手順
　を必ずおこなってください。

取付上及び使用上の警告

取付上の警告

50cｍ以上

ノブ

他メーカーのキャリアへの取付けや本品を改

造しての取付けはしないでください。

他メーカーキャリアへの取付けや改造しての
取付けは、確実な固定ができずキャリアが脱
落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあ
ります。

他メーカーのキャリア
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キャリアは改造しないでください。

キャリアに穴を開けたり、曲げたりする改造
を施すと、キャリアの強度が低下することに
よりキャリアや積載物が脱落し、後続車や人
を事故に巻込むおそれがあります。

使用上の警告

スキー、ストック、スノ－ボ－ド以外のものを積載しないでください。また下記表
の最大積載量を超えた積載はしないでください。
定められた積載物以外の物を積載したり、定められた積載量を超えた積載をすると、キャリアに
無理な力がかかることによりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

取付上の警告

※１ カービングスキー等、スキー板の
　　 幅により積載台数が少なくなる
　　 場合があります。
※２ スノーボードの積載台数は、車種
　　 ・バインディングの大きさにより
　　 平積みできない場合があります。

スキー＋ストック 各2セット※１

2台※2スノーボードのみ

スキーのみ 3セット※１

最大積載量を超えた積載はしないでください。
また、最大積載量は車種ごとに異なります。
店頭の車種別適合表にてご確認ください。

車種ごとにキャリア取付部の強度が異なるため、
最大積載量に制限があります。最大積載量を超
えた積載をするとアタッチメントに無理な力が
かかることによりキャリアが脱落し、後続車や
人を事故に巻込むおそれがあります。

スキー・スノーボード積載時、バインディン
グが前後アタッチメントの間に入らない場合は、
片方のバインディングを前側アタッチメント
の前方に出し、出したバインディングを前側
アタッチメントに当たる位置に積載し、必ず
80ｋｍ/ｈ以下の速度で走行してください。

80ｋｍ/ｈ以上の速度で走行すると、走行時の風圧によ
りキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそ
れや、スキー・スノーボードを損傷するおそれがありま

バインディング

前側アタッチメント

80kｍ/h 以下

スキー、ストック、スノーボードを積載
する時は、必ずクランプア－ムを確実に
閉じてキ－をロックしてください。

キ－をロックしないと、何らかの外部の力がク
ランプア－ムのボタンに加わった場合、クラン
プアームが開き積載物が脱落し、後続車や人を
事故に巻込むおそれがあります。
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使用上の警告

法定速度を守り、強風時や悪路では充分速度
をおとして走行してください。

法定速度以上の速度での連続高速走行や強風
時の連続走行、悪路走行をすると、ノブのユ
ルミによりキャリアが脱落し後続車や人を事
故に巻込むおそれがあります。

積載時には、スキーケ－スやスノーボ－
ドケース、保護用ビニ－ル袋を使用しな
いでください。

走行時の風圧によりキャリアが脱落し、後続
車や人を事故に巻込むおそれがあります。

トンネル出口や橋の上などで、強い横風
をうけた場合、周りの安全を必ず確認して、
安全な場所でキャリアのノブのユルミに
よるガタツキ等異常がないか確認してく
ださい。

強い横風をうけそのまま走行を続けると、ノ
ブのユルミによりキャリアが脱落し、後続車
や人を事故に巻込むおそれがあります。

積載する前に、必ず安全確認（使用方法参
照）を行い、適合しない場合はキャリア
に積載しないでください。

子供用などの短いスキーを積載すると、走行
中に前後キャリアの間からスキーが抜け落ち、
後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

スキ－、ストック、スノ－ボ－ドを積載
する前に、必ず確認手順（P12参照）を行い、
適合しない場合はキャリアに積載しない
でください。
子供用などの短いスキーや短いスノ－ボ－ド
を積載すると、走行中に前後キャリアの間か
ら抜けて、スキーやスノ－ボ－ドが脱落し、
後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。
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リアゲ－トやトランクをスキーやスノー
ボードに当てないでください。万一、当
てた場合は必ずキャリアの取付状態を確
認してください。

リアゲ－トやトランクを開ける時に、リアゲ
－トやトランクがスキーやスノ－ボ－ドに当
たると、キャリアや車両が損傷するおそれが
あります。

アタッチメントで保持する部分の厚みがス
キー40ｍｍ、スノーボード40ｍｍを超える
物は積載しないでください。

定められたサイズを超えるスキーやスノーボー
ドを積載するとアタッチメントが損傷するおそ
れがあります。

合わせた状態で…………スキーは40ｍｍまで
…スノーボードは40ｍｍまでバインディング

●40ｍｍ以上のスキーは積載できません。

● 40ｍｍ以上のスノーボードは積載できません。

角度を調整する際は、必ず無積載の状態で
行ってください。

積載物を積載した状態でスイッチすると、車両
や製品が損傷するおそれがあります。

使用上の注意

急発進、急ハンドル、急ブレ－キはなる
べく避けてください。また、やむを得ず
無理な走行をした場合は必ずキャリアの
取付状態を確認してください。

積載時に、急発進、急ハンドル、急ブレ－キ
をすると、キャリアの取付位置がずれて車両
や製品が損傷するおそれがあります。

注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
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使用上の注意

洗車機にかける時は、キャリアを外して
ください。誤って、キャリアを取付けた
ままで洗車機にかけた場合は、必ずキャ
リアの取付状態を確認してください。

キャリアを取付けたまま洗車機にかけると、
キャリアや車両が損傷するおそれがあります。

スノ－ボ－ドのバインディングやリ－シ
ュコ－ドがルーフやル－フレ－ルに当た
る場合はベルト等で固定をしてから、積
載してください。

走行中にスノ－ボ－ドのバインディングやリ
－シュコ－ドがル－フやル－フレ－ルに当た
っているとル－フやル－フレ－ルに傷がつく
おそれがあります。

クランプを閉じるまで積載物は手で押さ
えておいてください。

積み降ろしの際、車の傾斜角度によりクラン
プが開いているときに積載物が落下するおそ
れがあります。

ベルト等で
　　締め付ける。

バインディング

スノーボード
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本品には、次の部品が入っています。内容が正し
いかどうか確認してください。万一、不足部品が
ありましたら、本書記載のサービスセンターにお
問合せください。

1

2

3

アタッチメント本体

ノブ

Tボルト

部品No. 数量

バーカバー

2セット

2個

4個

4本

2個

1

2

4

5

取扱説明書 1部6

4

3

取付方法

部品内容を確認する

ステー、バーを車両に取付ける

本品の取付けは、以下に示す準備作業・取付作業の順に行います。

キー

5 6

1
準備

ベーシックステーセットの取扱説明
書を見て、キャリアの前後間隔が50
ｃｍ以上になるようにステーとバー
を取付ける。

1

アタッチメントを取付けるとバーに多少の取
付跡が付きますのでご了承ください。

ステー・バーの組立・取付け方法については、
ベーシック・ステーセットの取扱説明書をよ
く読み正しく取付けてください。



ロック解除

ロック
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カギ穴にキーを差込み、“左”の方
向に回してロックを解除する。2

Tボルトとノブナットを図のように
アタッチメント本体に組み付ける。1

取付位置を決める2
準備

アタッチメントの取付準備をする3
準備

ホルダー
バー

バーの端面

OUT取付時にバーセットに付属されているバー
エンドキャップが使用できない場合は、本品付
属のバーカバーを使用してください。またバー
カバーがバーに入れにくい場合は、木づち等で
軽くたたいて入れてください。

ステー

（ステーの内側に取付け）

IN取付

ステー

（ステーの外側に取付け）

OUT取付

OUT取付時にホルダーがバーの端面より外
側に出ないように取付けてください。
ホルダーがバーの端面より外側に出るとアタ
ッチメントの確実な固定ができずキャリアが
脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれが
あります。

ノブナット2ヶ所

Tボルト



ノブナットカバー
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プッシュボタン

クランプを開ける プッシュボタンを押しながら上方に
クランプを押し上げてクランプを開
ける。3

カバーを持ち上げる。4

アタッチメントをバーに載せホルダ
ーの底面がバーの上に当たるまで押
し付ける。1

ノブナットのハンドルがカバーの壁
にあたらない位置で固定する。3

ノブを図のように掛け、締付けて固
定する。2

カバーを閉めてキーでロックする。4

アタッチメントをバーに取付ける1
取付

カバー

ノブナット

バー

ホルダー底面

ホルダー底面

ノブが壁にあたっているとカバーが閉まりません。

ホルダー

ノブナット

エッジ

ノブナットがホルダーのエッジ部にのり上げ
ない様、注意してください。



ロック解除

ロック

ボタン

キー

クランプアーム
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アタッチメント取付後の確認2
取付

前後のアタッチメントを前後・左右・
上下にゆすり、ノブのユルミによる
ガタツキがないか確認する。

1

使用方法

角度調整する
1
使用

カギ穴にキーを差込み“左”の方向
に回してロックを解除する。
ボタンを押しクランプアームを開ける。1

本品は、積載物の量、状況に合わせてキ
ャリアを上下に角度調整できます。

中間ポジション サイド積み平積み

積載しない時
積載量が少ない時に
低くおさえられる。

板が屋根に干渉する時
屋根に当たらず
積載できる。

背の高いミニバンや
クロカン4WDでも積載
ラクラク。
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可倒レバー
（青色）

カチッ

2
青い可倒レバーを持ち上げ、手前に引き
ながら本体を上げ、 ガチッ゛と音がする
位置で固定する。

本体を支えながら、青い可倒レバーを持
ち上げ、手前に引き、本体をゆっくり下
ろして、 ガチッ゛と音がする位置で固定
する。

角度調整するときに手をはさまないように充
分に注意してください。

スキー等を積載した状態では角度調整をしな
いでください。手をはさむなどケガ、事故に
つながるおそれがあります。

上げるとき

下げるとき

ガチッ゛と音がしない場合は、可倒レバーか
ら手をはなし、本体を上下に少し動かしてく
ださい。

積載前の確認をする
2
使用

積載物が裸状態（ケース、ビニール
袋なし）である事を確認する。1
積載物、積載量を3ページの表で確
認する。2

本体



ロック解除

ロック

キー

スノーボード

車両前側

スライド
させる
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カギ穴にキーを差込み“左”の方向
に回してロックを解除する。
ボタンを押しクランプアームを開ける。

積載する
3
使用

ボタン

クランプアームを開ける

1

2 プッシュボタンを押しながら上方に
クランプを押し上げてクランプを開
ける。

スキーまたはスノーボードが積載可
能であることを、次の手順で確認する。3
クランプア－ムを開けた状態で、スキーま
たはスノ－ボ－ドのテールを進行方向に向
けてキャリアに載せる。

後部キャリアにバインディングが当たるま
でスキーまたはスノ－ボ－ドをスライドさ
せる。

スライドさせた結果、前部キャリアからス
キーまたはスノ－ボ－ドが外れる場合は、
そのスキーまたはスノ－ボ－ドは積載しな
いでください。

上記の確認で外れない場合でも、必ず続け
て前部キャリアにバインディングが当たる
までスキーまたはスノ－ ボ－ドをスライ
ドさせる。

スライドさせた結果、後部キャリアからス
キーまたはスノ－ボ－ドが外れる場合は、
そのスキーまたはスノ－ボ－ドは積載しな
いでください。　　　　　　　　

1

2

3

4

5

車両前側

積載可能なスキ－・スノ－ボ－ド
の確認手順スライド

させる
スキー

テール



バインディング

キャリア
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キャリアにスキー・ストック・スノ
ーボードを次の手順で積載する。

スキーやスノーボードのバインディングが前
後キャリアの間に入らない場合は片方のバイ
ンディングを前側キャリアの前方に出して積
載してください。

積載物をおろす時は、手でクランプアームを
下に押しながらボタンを押すと、簡単にクラ
ンプアームが開きます。

4

スキー・スノーボード積載時、バインディン
グが前後アタッチメントの間に入らない場合は、
片方のバインディングを前側アタッチメント
の前方に出し、出したバインディングを前側
アタッチメントに当たる位置に積載し、必ず
80ｋｍ/ｈ以下の速度で走行してください。

80ｋｍ/ｈ以上の速度で走行すると、走行時の風圧によ
りキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそ
れや、スキー・スノーボードを損傷するおそれがありま

バインディング

前側アタッチメント

80kｍ/h 以下

スキ－の積載方法

スキ－の積載方法

1）スキーを合せて、テールを車両の進行
方向に向けて積載する。

平積み、中間ポジションの場合

………………13ページ

………………15ページ

………………15ページスノーボードの積載方法

ストックの積載方法

車両進行方向

テール



スキーに一体型バインディングやプレー
トが付いていて、合わせた状態でキャリ
アに挟めない場合は、スキーを合わせず
に、バラして積載してください。

スキー板をバラして積載する場合は、下
記の条件を守ってください。

●スキーはテールを前に向けて積載する。
●バインディングが前後のキャリアに入らな
　い場合は、前にずらす。
●前側キャリアから突出する長さは90cm以内
　にする。
●積載する板の厚みの差は10mm以内とする。

上記条件以外でスキーをバラして積載すると、
走行中の風圧等でキャリアや積載物が脱落し、
後続車や人を巻き込む重大な事故を起こすお
それがあります。

カービングスキ－積載の注意

スキー突出長さ
90cm以内

トップは後向き

テールを前向き

挟める厚さ
40mm以内

1）スキーホルダーを立てる。

サイド積みの場合

2）スキーを合せて、テールを車両の進行
方向に向けて積載する。

スキーホルダー

14
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スノーボードの積載方法

クランプを「カチッ」と音がするまで
閉じる。　　　5

カチッ

カチッ

ストックのベルトがルーフに当たらない
ようにグリップなどにからめて固定して
から積載する。

ストックの積載方法

　スノ－ボ－ドを1台積載する場合
　スノ－ボ－ドは、必ずバインディング
　を上に向けて積む。

A

　スノ－ボ－ドを2台積載する場合
　スノ－ボ－ドはキャリアに2台合わせて
　積む。

B

●バインディングを下向きにして積載する場
　合は、バインディングがルーフに当たらな
　いようにベルトなどで固定して積載してく
　ださい。
●ルーフにバインディングが当たる場合は角
　度を調整して（11ページ参照）ご使用くだ
　さい。



ロック解除

ロック
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キ－を差し込み、“右”方向に回し
てロックし、キーを抜く。6

スキー・スノーボード積載に適した
走行をする。2

走行前の準備をする。1
走行する

走行前に必ず前後アタッチメント合せて 4ヶ
所のノブにユルミがないことを確認してくだ
さい。

積載する時は、必ずクランプアームを確実に
閉じてキーをロックしてください。

法定速度を守り、強風時や悪路では充分速度をお
として走行してください。

4
使用

ノブ

急発進、急ハンドル、急ブレ－キはなるべく
避けてください。また、やむを得ず無理な走
行をした場合は必ずキャリアの取付状態を確
認してください。
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アタッチメントを取外す
5
使用

ロック解除

ロック

キー

カギ穴にキーを差込み“左”の方向
に回してロックを解除する。
ボタンを押しクランプアームを開ける。

ボタン

クランプアームを開ける

1

2 プッシュボタンを押しながら上方に
クランプを押し上げてクランプを開
ける。

カバーを持ち上げ、ノブをゆるめ外す。3

ノブ

カバー
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保管方法

直射日光の当たらない乾燥した屋内
に、キャリアを保管する。1

キャリアを保管する

日常のお手入れ

水

水を含ませ固く絞ったタオルで汚れ
を取除く。2
日陰でよく乾燥させる。3

水で汚れを落とす。1

本体の変色、ヒビ割れの原因になります
ので下記の事項を守ってください。

●洗剤（特にアルカリ性洗剤）やワックスは使用
　しないでください。
●シンナー等の溶剤を使用しないでください。
●ビスやボルトへの給油はしないでください。

洗
剤

シ

ン

ナ

ー
オ
イ
ル

アタッチメントを清掃し、各部に異
常がないかを点検をする。1

各部の点検をする

キ－、ノブ等の小物部品は、まとめてビニ－ル袋にい
れてキャリアといっしょに保管すると便利です。
キャリアを使用しない時は、雨や紫外線などによるサ
ビや歪みなどを防ぐために、車両から外して保管して
ください。

1）ノブ、ボルトに変形がないか点検する。もし、
　 変形していれば交換する。
2）ラバ－クッションに亀裂、損傷がないか点検
　する。もし亀裂、損傷があれば交換する。
3)  クランプア－ムやボタン等に損傷、破断があ
　れば使用を中止する。

点検方法
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●本書に記載する価格には消費税は含まれておりません。

●本品及び純正補修パーツの仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。

本品には下記の純正補修パーツがあります。お求めの際には、キャリアを購入され
た販売店にパーツ№またはパーツ名を指定してご注文ください。

純正補修パーツのご案内

キー（1個）￥800
キーNo.を確認して
ください。

取扱説明書
 1部 ￥300

ラバークッション上
1本　￥700

バーカバー
ISP79　2ヶ1組
￥240

ラバークッション下
1本　￥750

ノブ
1個￥200

Tボルト　ISP563
1本　￥160
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お問合せ先
0

5
1
0

1
5

2
0この取扱説明書は環境保全のため再生紙を使用しております。




