
このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

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。

この取扱説明書は、お客様に本品を安全に正しくお使いいただくためのもので
す。本品をお使いになる前には必ず本書をよくお読みください。
お読みになった後は、本品をお使いになる方がいつでも読むことができるとこ
ろに大切に保管しておいてください。
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サンルーフ

サンルーフ禁止

サンルーフ、Tバールーフ、タルガトップ等のルー
フ形態の変化する車両やルーフが鉄製でない車両、
キャリア取付位置に凸凹のある車両には使用しな
いでください。

屋根以外に取付禁止

ドアやトランク等、屋根以外の場所に取付けない
でください。

汚れた屋根に取付禁止

マグネット面と車の屋根の間に雪、霜、氷、水分、
砂、ホコリ等があると充分な磁力が得られずキャ
リアが脱落する恐れがあります。
・砂は磁力の低下だけでなく、屋根をキズをつ
　ける原因となります。
・スキー場でキャリアを取り外さないでください。
　急な降雪により屋根が凍結した際は、除雪作
　業を行っても氷の膜が残る場合があります。
　この状態でキャリアを取り付けると十分な磁
　力が得られずに危険です。やむを得ずキャリ
　アを取り外した際は、お湯をかけるなどして
　屋根から氷を完全に除去してください。

マグネットが浮かないこと

マグネットが車の屋根から少しでも浮き上がった
り、はみ出したりしていると、必要な磁力を得る
事ができません。全周必ず密着させてください。



複数使用禁止

1台の車両に2セット以上取付けないでください。
スキー板同士やキャリア同士の干渉、屋根の傷
やへこみによる固定力不足の原因となります。

取付位置の注意

キャリアは必ず車両の進行方向に対して直角に
取り付けてください。

35cm以上

35cm以上あける

キャリアの前後間隔は、必ず35cm以上にしてく
ださい。

前後間隔により積載できない場合がありま
す。

各2セット※1

1台※2

保護シール使用禁止

市販の保護シートを貼った上に取付けると磁力
が低下します。絶対に使用しないでください。

保護シート



100km/h以下で走行

必ず100km/h以下で走行してください。さらに、
強風時や悪路では十分速度をおとして走行して
ください。

車両前側

キャリア

テール トップ

バインディング

バインディングは前後キャリアの
間に入れる

スキー、スノーボードのバインディングは必ず
前後キャリアの間に入れて積載してください。

走行中はキーを閉める

キャリア使用時は、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。

突風注意

トンネル出口や橋の上などで強い横風を受けた
場合は、安全な場所でキャリアの取付状態に異
常がないか確認してください。
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適合しないスキー、スノーボード
の積載禁止

必ず確認手順（P9参照)を行い、適合しないス
キー、スノーボードは積載しないでください。

キャリアど保持する部分の厚みが、スキーは43
ｍｍ/スノーボードは19mmを超える板は積載し
ないでください。

スキー
43mm以下

スノーボード 19mm以下

高温時使用禁止

外気温が30℃を超える高温時はマグネットの磁
力が低下します。使用しないでください。

改造禁止

キャリアに穴を開けたり、曲げたりする改造を
しないでください。



磁気注意

本品には強力な磁石を使用しています。時計、
キャッシュカード、CD等は悪影響を及ぼすおそ
れがありますので近づけないでください。

使用後（スキー場から帰った後）はその都度キ
ャリアを車から取外し、砂等の汚れをよく落と
してから付属の収納袋にいれて保管してくださ
い。そのまま放置すると付着した砂鉄がさびて
車の塗装面に悪影響を与えます。
●連続して使用した場合細かい砂、ホコリ等で
　ルーフに傷がつく場合があります。特に購入
　から1年半未満の新車は塗装面の硬化が不充
　分なため、傷つき易くなっておりますのでご
　注意ください。
●ストックのベルトは上向きにするなどして車
　の屋根にあたらないように積載してください。
　車に傷がつく恐れがあります。また、砂等は
　傷の原因にもなりますので充分ご注意してく
　ださい。
●特に再塗装車や古い車は塗装を痛める場合が
　あります。
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2
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キャリア本体

保管用シート

収納袋

部品No. 数量

2

2個

1枚

1枚

1部

1

2

3

4

4
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部品内容を確認する

キ−

取扱説明書（本書）

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。
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取扱説明書

取付方法

洗車後はルーフの水分をよく拭取ってください。

キャリアの取付準備をする1
取付

●MV276はマグネットの磁力で車に固定します。マグネット面と車の屋根の間に雪、霜、氷、
　水分、砂、ホコリ等があると充分な磁力がえられず、走行中にキャリアが脱落するおそれ
　があります。また、特に砂等は屋根にキズをつける原因となりますので充分ご注意してく
　ださい。
●市販の保護シートを貼った上に取付けると、磁力が低下するため脱落するおそれがありま
　す。絶対に使用しないでください。

●車の屋根の雪、霜、氷、水分、砂、 
　ホコリ等を完全に取除いてください。
●同様に、キャリアのマグネット面
　にも水分や汚れがないか確認し、 
　完全に取除いてください。

1



キャリアを取付ける2
取付
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下記条件を満たす取付位置を確認し
てください。
●キャリアを取付けた時、マグネッ
　ト全面が車の屋根に密着する事。
（曲面部を避け、できるだけ平らな
　位置に取付けてください。）
●前後キャリアの間隔が35cm以上確
　保してください。（付属の保管用
　シートの目盛りで確認してくださ
　い。）

1

35cm以上

マグネット面の端からゆっくりと置き、
取付けます。2
取付けた後、もう一度1の項目につ
いて確認してください。3

マグネット面が車の屋根から少しでも浮き上がったり、はみ出したりしていると、必要な磁
力を得る事ができません。走行中にキャリアが脱落する恐れがあります。充分ご注意くださ
い。

取付位置を移動する場合は　取外し方法　に従い、キャリアを一度外してから再度1から行
ってください。キャリアを引きずると、車の屋根に傷がつきますのでご注意ください
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キーカバーを開け、キーを右に回し、
ロックを解除します。

スキー板、ストックの最大積載台数は2セットです。スノーボードの場合は1台です。

1
ワンプッシュボタンを押し、クラン
プを開けます。2
スキー板、ストックを（スノーボー
ドを）積み、クランプをカチッと音
がするまで閉じます。3

使用方法

クランプ

ワンプッシュ
ボタン

キーカバー
キー

ロック解除



車両前側

キャリア

テール トップ
バインディング
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●スキー板（スノーボード）積載時は必ずロッ
　クしてください。キーをロックする事により、
　クランプが完全に閉じている事の確認がで
　きます。
●スキー板（スノーボード）のテールを前にし
　て積載してください。空気抵抗が軽減され
　ます。
●必ずバインディングを前後キャリアの間に
　いれて積載してください。保持する部分（支
　点）の間隔が狭いとスキー板が安定しません。

脱落事故を防止するために

必ずバインディングを前後キャリアの間にいれてください。

●子供用など短すぎるスキー/スノーボードは
 脱落のおそれがあるため積載できません。
 以下の手順で確認してください。

●ストックのベルトは上向きにするなどして
　車の屋根にあたらないように積載してくだ
　さい。車の屋根にキズがつく恐れがあります。
●スキー板（スノーボード）の積載時以外は
　クランプを閉じておいてください。キャリ
　アの凍結防止になります。
●使用後（スキー場から帰った後）はその都
　度キャリアを車から取外し、砂等の汚れを
　よく落としてから付属の収納袋にいれて保
　管してください。そのまま放置すると付着
　した砂鉄がさびて車の塗装面に悪影響を与
　えます。また、砂等は傷の原因にもなりま
　すので充分ご注意してください。

スキー板

ストック

スノーボード

自動的に収納されます。

・クランプアームを開けた状態でスキー/スノー
　ボードを載せ、板を前後のキャリア本体に当
　たるまでスライドさせる。
・スライドさせた結果、板がキャリア本体か
　ら外れる場合は、その板は積載しないでくだ
　さい。



ワンプッシュ
ボタン

取外しフック

引き上げる
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キーカバーを開け、キーを右に回し、
ロックを解除します。1

ワンプッシュボタンを押し、クラン
プを開けます。2
取外しフックを手前に引起こします。3
取外しフックに指を掛け、引上げて
取外します。4

取外し方法

クランプ

ワンプッシュ
ボタン

キーカバー
キー

ロック解除

保管用シート

収納袋

マグネット面の汚れを乾いた布でき
れいに拭取ってください。1
付属の保管用シートを間にはさみ、
マグネットどうしを合わせます。2
付属の収納袋にいれて保管します。3

保管方法



http://www.carmate.co.jp/support/
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1 保管用シートを矢印のところをつか
んで湾曲させる。

すき間に手を入れて引離す。2

●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。

保管用シート

保管用シートの外し方

キー1ヶ
キーNo.を確認
してください。

保管用シート1枚
ISP199（1枚） 

ラバークッション
ISP471（1本）

ゴムバンド
IGO21（4本1組）

キーカバー
ISP399（1個）

純正補修パーツのご案内

お問合せ先
商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合
わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の
責任は一切負いかねます。

2014.7.5現在


