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1. はじめに 

この度は、imura のカーシェアをご利用いただきありがとうございます。 

本冊子は、NOTE AURA の基本操作について説明させていただいています。さら

に詳しい説明については下記をご確認いただくか、オーナーまでお気軽にお問い合

わせください。 

⚫ 車両の取扱説明書 

グローブボックス内に設置しています。 

⚫ カーナビの取扱説明書 

グローブボックス内に設置しています。 

⚫ 後付け整備品の紹介 

下記 URL・QR コードからのアクセス、または運転席右手にあるスマートフォ

ンの「装備紹介」から閲覧できます。 

https://aura-fe13.wellvil.com/ 

 

⚫ オーナーへの連絡先 

ご利用のアプリの利用または、運転席右手にあるスマートフォンの LINE から

「イムラ」へご連絡ください。 

ご自分のスマホから LINE を利用したい場合は、下記から友達申請をお願いし

ます。 
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2. クルマの利用方法(基本機能) 

車両の始動方法 

フット・ブレーキをしっかり踏みながら、パワーボタン

(START STOP ボタン)を押してください。 

警告灯（ハンドルに「！」）が点いている時は、始動し

ていません。もう一度行ってください。 

 

停止させるときは、「パーキング・ブレーキの使い方」

を参考にブレーキをかけ、パワーボタン(START STOP ボタン)を押

してください。フット・ブレーキを踏む必要はありません。 

 

パーキング・ブレーキの使い方 

駐車後にパーキング・ブレーキをかけるときは、フット・ブレー

キをしっかり踏みながら、シフトレバーの○Pボタンを押してく

ださい。 

パーキング・インジケーターが点灯したことを確認してから、

フット・ブレーキを離します。 

パーキング・インジケーターが点灯しなかった場合は、パーキン

グ・レバーを引いてください。 

  

START STOP ボタン 

警告灯 

シフトレバー 

パ ー キ ン グ ・ 
インジケーター 

パーキング・レバー 
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3. クルマの利用方法(ステアリング周辺) 

ウィンカー・レバー 

ウィンカーの使用方法 

左点灯時：上に上げる 

右点灯時：下に下げる 

ライト点灯・消灯 

ライトについての詳細は、別紙「ちょっと役立つ

情報」に詳しく記載しています。お暇なときにそちらもご確認ください。 

ウィンカー・レバー先端のボタンを夜間に押すことにより、アダプティブ LED ヘッド

ライトシステムの ON/OFF ができます。ON にするとハイビームとロービームを状況

に合わせて自動で切り替えてくれます。 

フォグランプ・スイッチを上にスライドすると、フォグランプ(前方)が点灯します。下

にスライドすると、バックフォグランプが点灯します。もう一度同じ操作をして消灯

します。吹雪など見通しが極端に悪い時のみに使用し、通常は使用しないでくださ

い。 

  

AUTO ライト 周囲の明るさに合わせて自動で ON/OFF を切り替えます。 

スモールライト パーキング時に前照灯を消してスモールのみ点灯します。走行

を始めると自動で前照灯は点灯します。 

ヘッドライト 前照灯を常に点灯させます。 

パッシング ウィンカー・レバーを手前に引きます。 

ハイビーム ウィンカーレバーを奥に倒します。 

ウィンカー・レバー 
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ワイパー・レバー 

ワイパー(フロント) 

レバーを上に上げると１回、下に下げていくと間欠・低

速・高速で切り替わります。 

間欠の時、レバー中央のつまみを上下することにより、

速度を調整できます。 

ワイパー(リア) 

先端を上に一つひねると間欠、さらにひねると低速(連続)で動作します。 

ウォッシャー(フロント) 

レバーを手前に引いている間、ウォッシャー液の噴出とワイパーの作動が続きます。 

ウォッシャー(リア) 

レバーを奥に倒している間、ウォッシャー液の噴出とワイパーの作動が続きます。 

注意事項 

⚫ 寒冷時は、ウォッシャー液を噴射する前にヒーターでガラスを十分温めてくださ

い。 

⚫ ウォッシャー液が周辺の車両にかかることがないよう、周りに十分間隔を取って

利用してください。特に走行時はご注意ください。 

  

ワイパー・レバー 
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ステアリング・スイッチ 

ステアリング・スイッチ(左側) 

① 音量を調整できます。 

② 再生中の曲や放送局の切り替えができます。 

◀ ▶ OK インパネ画面の表示情報を切り替えます。 

 インパネ画面をカスタマイズします。 

ステアリング・スイッチ(右側) 

③ ナビと Bluetooth 接続されたスマホに着信があったと

き、このボタンを押すと電話を受けます。通話中に押

すと電話を切ります。 

④ 音声操作画面に切り替えます (使いづらいのでお勧め

しません) 。Apple CarPlay や Android Auto 対応のス

マホを接続時、長押しすることにより音声アシスタントが起動できます。 

 

(1)プロパイロットの ON・OFF ができます。 

(2)SET-スイッチを下押ししたときの車速でプロパイロッ

トを開始できます。 

プロパイロット動作中に、設定速度を下げることができ

ます。 

(3)RES+スイッチを上押しすると、プロパイロットを解除後に、解除前の設定速度

で再び開始することができます。 

プロパイロット動作中に、設定速度を上げることができます。 

(4)CANCEL スイッチを押し込むと、プロパイロットの解除ができます。 

(5)車間設定スイッチを押すごとに、車間設定を「長」「中」「短」に切り替えます。 

  

ステアリング左 

ステアリング右 1 

ステアリング右 2 
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4. クルマの利用方法(シフトレバー周辺) 

シフトレバー 

フット・ブレーキを踏みながら手前方向に引くと、D モードにな

ります。さらにもう一度手前に引くと、B モードになります。長

い下り坂が続く場合などで D モードでのエンジンブレーキでは足

りない場合、B モードに変更します。 

右サイドのボタンを押しながら奥方向に押すと、R モード(リバース)になります。ナ

ビ画面またはデジタルインナーミラーに、後方および周辺の映像が映されます。 

リバース時もオートホールドが有効になっているため、クリープ現象を利用した後

退時の動作が異なります。違和感がある場合は、「AUTO HOLD」を一度押して機

能を無効にしてください。 

D-MODE / EV / AUTO HOLD 

D-MODE(SPORT) 

高レスポンスと強めの回生ブレーキ。 

アクセルペダル操作のみで楽に速度調整が可能。 

D-MODE(ECO) 

燃費重視モード。強めの回生ブレーキ。 

アクセルペダル操作のみで楽に速度調整が可能。 

始動直後は、常に ECO となります。 

D-MODE(NORMAL) 

ガソリンエンジン車に近い感覚の走行モード。 

EV(クリック) 

エンジンの始動を極力抑えて走行します。静かに走行したい時に使用します。 

EV(長押し) 

強制的にエンジンを始動し、リチウムイオンバッテリーの充電を行います。 

AUTO HOLD 

フット・ブレーキ操作によって停車した際に、ブレーキ力を保持する機能です(フッ

ト・ブレーキを離しても停止し続けます)。ブレーキ力が保持されているときにアク

セルペダルを踏むと、ブレーキが解除され、発進することができます。 

※必ずHOLDランプが緑色に点灯しているのを確認してから、フット・

ブレーキを離してください。 

シフトレバー 

D-MODE / AUTO HOLD 
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5. クルマの利用方法(その他) 

ETC 車載器 / 給油口 

ETC 車載器は、運転席右側膝側にあります。 

その下には、燃料補給口のオープナーがあります。燃料

補給口は、運転席側の車両後方にあります。 

ミラーの調整・ドアや窓の開閉方法 

ミラーの調整 

角度調整 左または右のミラーボタンを選択後、カーソ

ルボタンで上下左右に動かしてください。 

開閉 左・右のミラーボタンの間にあるミラー開閉

ボタンを押してください。なお、ミラーの開

閉はドアロックに連動しています。 

ドアの解錠/施錠 

カーソルボタンの上にある鍵マークのボタンを押してください。オートロックはし

ないため、走行中は施錠するようにしてください。 

窓の開閉 

ミラー開閉ボタン下のスイッチを押すと窓の開閉ができます。運転席側窓のみ、自

動開閉に対応しています。 

ワイヤレス充電 / USB 

Qi 対応のスマートフォンは、ワイヤレス充電が可能で

す。センターコンソール奥にスマホを置いてください。右

上のライトがオレンジに点灯すると充電中です。異常時は

点滅します。 

Apple CarPlay や Android Auto 対応のスマホは、USB1 または USB2 ポートに接続し

てご利用ください。  

ETC2.0 

ウィンドウスイッチ 
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