
このたびは弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
お取り付け、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
誤ったお取り付け、ご使用による事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。

商品には万全を期していますが、万一、欠品または内容に相違がある場合は、お手数で
すが下記までご連絡ください。

1

ES ダブルフリップベッド
取扱説明書

ご注意ください
■すべての商品につきまして

・お取り付けの際には、必ず取扱説明書をご覧の上、作業を行なってください。
・お取り付け作業を行なう際には、軍手や長袖などで身体を保護し、十分に注意してください。
・作業を行なう際は、車輌を水平な場所に移動させ、近くにガソリンなどの危険物や可燃物がない安全な
場所で行なってください。

・重量物のお取り付けの際には、何人かで慎重に作業を行なってください。
・ボルト・ナットの締め付け不良は、破損や部品の脱落などにつながる恐れがありますので、十分に注意
して作業を行なってください。

・定期的に各部に異常がないかを確認してください。ボルト類などに緩みがないか確認し、定期的に増し
締めを行なってください。

・故障の原因となりますので、指定された適合車輌以外へのお取り付けは行なわないでください。
・走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行なってくだ
さい。

■ベッドキットのお取り扱いにつきまして
・走行中のベッドの使用は禁止されております。絶対に使用しないでください。
・ベッドを使用する前に、土台となるボックスやステーがしっかりと固定されていることを必ず確認して
ください。

・ベッドを使用する前に、マットがしっかりと固定されていることを必ず確認してください。その際、マッ
トがずれて落下することがないよう注意してください。

・ベッドの上で飛び跳ねたり強い衝撃を与えると、破損や故障の原因となるので十分に注意してください。

■フックのお取り扱いにつきまして
・フックをご使用になる前に、ボルト・ナット等の締め忘れがなく、しっかりと固定されていることを必
ず確認してください。

・お客様ご自身による改造等は危険ですので行なわないでください。

■トレーのお取り扱いにつきまして
・トレーをご使用になる前に、ボルト・ナット等の締め忘れがなく、しっかりと固定されていることを必
ず確認してください。

・トレーに許容範囲以上の荷重をかけると破損や落下の危険がありますので、十分に注意してください。

※ 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

有限会社オグショー
435-0006　静岡県浜松市東区下石田町 1841-1　
TEL：053-421-0122　 FAX：053-421-3686

保証規定
１．取扱説明書、本添付ラベル等の注意書きに基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万が一故障した場合、無料にて故障箇所を当社所定の方法で修理させていただきますので、
お買い上げ販売店、または当社サービス窓口に本保証書を添え、部品単体でご持参ください。修理を行なうために交換された旧部品、または機械の一部にはお返しできないものがあります。
２．本製品の故障、またはその使用によって生じた直後、間接の損害については当社はその責任を負わないものとします
３．次のような場合には保証期間でも有料修理になります
　（１）本保証書のご提示がない場合
　（２）本保証書に保証期間、お客様名、販売店名及び押印のない場合、または字句を書き替えられた場合。
　〈３）ご使用中の交通事故等お客様の取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合
　（４) お客様による使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理による故障及び損傷
　（５）火災、塩害、ガス害、地震、落雷及び風水害、その他天災地変、あるいは以上電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷。
　（６）本製品に接続している機器及び消耗品に起因する故障及び損傷。
　（７）正常なご使用方法でも消耗部品が自然消耗、劣化した場合。
　（８）本製品を車輛用以外の目的で使用した場合。
４．ご不明な点はお買い上げの販売店、または当社指定のサービス窓口にご相談ください
５．本保証書は国内においてのみ有効です。
　This warranty is valid only in Japan.
●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとに置いて無料保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限する物ではありません。

品　　名 NV350 キャラバン ES ダブルフリップベッド

保証期間 ご購入日から 1 年間

お
客
様
情
報

　ご住所

　お名前

お電話番号

※販売店・住所・電話番号

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入の有無をご確認ください。もし記
入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行いたしません
ので、紛失しないよう大切に保存してください。
※この保証書は、本書記載内容を無料修理を行なう事をお約束するものです。（上記に記載の
保証規定をご覧ください）
※お買い上げの日から左記期間中、万が一故障が発生した場合、ご提示の上、お買い上げの販
売店または当社サービス窓口に部品単体でご持参ください。
※持込修理（出張修理の場合出張費用は有料になります）

NV350 キャラバン プレミアム GX

NV350 キャラバン プレミアム GX ES ダブルフリップベッド 取扱説明書 2021826

※ ES フロアパネルは別売
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2. 純正ピンを取り外した状態です。こ
の際、ピンを外した穴から、ナットが
完全に見えているかを確認します。
※もし、純正トリム（内張り）との穴
がずれていて、ナットが完全に見えて
いない場合、カッターなどでトリムを
削るなどの加工をします。

3. 専用スペーサーを取り付けます。タ
イヤハウス後ろに付ける場合、写真の
通り、スペーサーの開口部が後ろ向き
になるよう固定します。また、長穴が
あいている面をボディ側にして固定し
ます。M6 ノブボルトと M6 ワッシャー
で取り付けます。一つのスペーサーに
つき 2 箇所で固定します。
※この時点では「仮固定」とします。

4. タイヤハウス前に付ける場合、スペー
サーの開口部が前向きになるように固
定します。タイヤハウス前後左右 4 箇
所にスペーサーを固定します。
※この時点では「仮固定」とします。

製品内容

運転席側マット　1 枚
※車種によってサイズ・形状が
異なります（写真の脚は旧モデ
ル）

助手席側マット　1 枚
※車種によってサイズ・形状が
異なります（写真の脚は旧モデ
ル）

センターマット　2 枚
※車種によってサイズ・形状が異
なります

フレーム脚　左右各 1 個

Ｍ 6 皿ボルト（黒）
12 本

※別売りの ES フロアパネルとの同時装着も可能です。フロアパネルは必須ではあ
りませんが、よりベッドが安定するため、同時装着をお勧めします。

ベッド取り付けの下準備
1. タイヤハウス前後（左右 8 箇所）に
あるユーティリティナットを使用して
ベッドフレームを取り付けます。まず、
マイナスドライバーを使用して、ユー
ティリティナット部に取付けられてい
る純正ピンを緩めます。ピン抜きを使
用し純正ピンを外します。

マット固定用ベルト
2 本（ベッドマットに付属）

M6 ワッシャー
16 枚

M6 ノブボルト
16 本

専用スペーサー
4 個

ご用意いただく道具

※ベッドマット裏側には、ベッド装着時に、
ベッド土台フレームに当たる部分に緩衝材
ゴムが取り付けられています。これは、走
行時の振動が原因での音が発生しにくくす
るためのものです。

プラスドライバー  3 番 ピン抜き マイナスドライバー
（3 番推奨）
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9. 左右それぞれの中央の脚は長さを調
節できるようになっています。ES フロ
アパネルの H 型モールの上に脚が載る
場合など、必要に応じて長さを調節し
ます。

11. 反対側のベッドマットも、同様の手
順で固定します。

12. センターマットを載せ、全体の位置
を調整します。問題なければ、ベッド
フレームのボルトをすべて本締めしま
す。

10. タイヤハウス前後に取り付けたス
ペーサーに、ベッドフレームを固定し
ます。M6 ノブボルトと M6 ワッシャー
で取り付けます。一つのスペーサーに
つき 2 箇所で固定します。
※この時点では「仮固定」とします。

6. それぞれの蝶番には 3 箇所に穴があ
いていますが、両端の穴のみ使用し、
中央の穴は使用しません。

7. 付属の M6 皿ボルト（黒）を使い、フ
レームを取り付けます。まず、ネジ山
を壊さないように、手でボルトを回し、
まっすぐ入っていることを確認した上
で、ドライバーを使い固定します。
※まず仮固定とし、すべての蝶番を仮
固定してから本締めします。
左右のマットを合計 12 箇所で固定しま
す。

8. 片側づつ、ベッドマットをボディに
載せていき固定します。その際、マッ
ト裏側の折りたたみ脚を展開します。
※安全のため、必ず二人で作業します。

5. タベッドマットを裏返し、マット裏
に取り付けられている蝶番の位置を確
認します。マット一枚につき、3 箇所に
蝶番が取り付けられています。

（写真は脚が旧モデルです）

ベッドマットへのフレーム取り付け

車輌へのベッドの取り付け
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17. 脚を折りたたむ際には、ベッドを跳
ね上げ、脚の付け根にあるレバーを下
方向に押し、ロックを解除します。

14. マット固定用ベルトは、受け部の樹
脂パーツ裏側にて、下のボルトと共締
めします。ベルトにあいている穴をボ
ルトに通します。

15. 受け部の樹脂パーツを元に戻しま
す。プラスドライバーを使い、2 本のボ
ルトで固定します。

16. ベルトを装着した状態です。反対側
のピラー部にも、同じようにマット固
定用ベルトを装着します。

13. C ピラーに装着されているパーテー
ションパイプの受け部の樹脂パーツを
固定しているボルトを利用して、マッ
ト跳ね上げ時の固定用ベルトを取り付
けます。プラスドライバーを使い、受
け部を固定しているボルト 2 本を外し
ます。

18. センターマット 2 枚を外し、助手席
側を跳ね上げて固定する際に、マット
と内張りとの間に挟みます。

マット固定用ベルトの取り付け

20. 左右のマットを跳ね上げて収納した
状態です。

19. 固定用ベルトで、マットを固定しま
す。この際、ベルトに緩みがないよう、
ベルトの長さを調整します。

ベッド脚の収納方法

ベッドマットの収納方法


