取扱説明書
保証書
体重 2.3㎏～14.5㎏
参考月齢 0ヵ月～12ヵ月
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注意：早産児、呼吸器官に問題があるお子さまや、3.6㎏
未満のお子さまにお使いになる場合は、使用前に
必ず医療専門家に助言を求めてください。
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取扱説明書
保証書
こ の た び は、ピ ジ ョ ン caboo carrier を お 買 い 上 げ い た だ き、
誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い
ください。

 取扱説明書をよくお読みになり、
本
重要 必要なときに取り出せる場所に
保管してください。

安全上のご注意
本製品をお子さまにご使用になる前に、必ず取扱説明書および
使用方法の動画（コード）をご覧になり、練習してからお子さま
に使用してください。
使用方法は
こちらから

誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。
人が
警告 誤った取り扱いをすると、
死亡または重傷を負う可能性

が想定される内容を示します。

誤った取り扱いをすると、人が
注意 キズを負ったり、
物的損害が想
定される内容を示します。

お守りいただく内容の種類を、次の表示で説明しています。
（下記は、絵表示の一例です。）
製品使用上、必ず実行していた
指示 だきたい内容を示します。

製品使用上、禁止行為を示し
禁止 ます。

警告

もくじ

以下のことを守らないと、お子さまがケガをしたり、思わぬ事故の原因になります。

P. 3 安全上のご注意

体重が 2.3 ～ 14.5 ㎏のお子さまにのみ本製品を使用してください。
●

P. 6 同梱品

早産児、呼吸器官に問題があるお子さまや、3.6 ㎏未満のお子さまに
お使いになる場合は、使用前に必ず医療専門家に助言を求めてください。

P. 6 各部の名称
P. 7 お手入れの方法
P. 8 装着前の準備

本製品はお子さまをタテ抱っこするためのもので 1 人用です。
●
2 人以上乗せたり、授乳や荷物を運ぶなど他の用途では使用しないでください。

P. 10 装着のしかた

使用前に点検してお使いください。リングに変形・変色・破損・ヒビがあったり、
●
生地に破れ・ほつれ・キズなど問題箇所があった場合は使用を中止してください。
●
お子さまが落下する恐れがあります。

P. 12 お子さまの乗せかた

装着者はご自身の体調を確認の上、ご使用ください。
●

P. 19 お子さまの降ろしかた
P. 19 収納のしかた

お子さまの荷重でバランスを崩すようであれば使用しないでください。
●

P. 20 T.I.C.K.S
安全なベビーウェアリングのための５つのルール

下記のことをする場合や下記のような場所では、使用しないでください。
●
・走る・スポーツ・自動車や自転車の運転・掃除・料理・食事●
・飛行機や自動車などベルトの装着が必要な場所・火気の近く

P. 22 安全チェック

授乳後 30 分は消化吸収を助けるため、本製品を使用しないでください。●

P. 24 快適にお使いいただくためのヒント
P. 25 保証について

本製品を長時間連続で使用しないでください。連続で使用される場合、
●
2 時間以内を目安としてください。

P. 26 保証書
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安全上のご注意

安全上のご注意

警告

注意

◆お子さまの落下に注意！
着脱時にはお子さまが落下して●
ケガをする恐れがありますので、
●
注意してください。
（P.12 参照）
●● できるだけ低い姿勢で安全な場所で行う。
●● キャリアを正しく装着する。
●● お子さまを正しい位置に乗せる。
●● ストールがねじれていないこと。
●● ストールを装着者の腹部でしっかりと●
2 回結んでいること。
（下図参照）

◆その他の注意
使用中は装着者が身体を傾けたり、
●
お子さまが反りかえる動きで、
●
お子さまが落下してケガをする●
恐れがありますので、●
注意してください。
●● 使用中は必ずお子さまに手を添える。
●
特に着脱時には注意する。
●● かがむ際は、腰を折らずに膝を曲げて、
お子さまの頭が下向きにならないように
注意する。

本製品を火気に近づけたり、
屋外や直射日光のあたる場所に放置、
保管しないでください。
●
火災や生地が損傷する恐れがあります。
汗や雨で湿った状態で使用しないでください。
●
衣服に色が移ることがあります。
使用中、装着者の首や肩に痛みなどの問題が発生した場合は直ちに使用を●
中止してください。使用を控えて専門医に相談してください。
使用中、お子さまの頭で装着者の前方や下方の視界が妨げられないように●
注意してください。思わぬ事故の恐れがあります。
本製品のポケットに携帯電話や硬いものを入れないでください。
●
お子さまがケガをする恐れがあります。
使用中はお子さまの腕や脚が圧迫されないように注意してください。
●
使用後にお子さまの様子を確認し、皮フが赤くなるなどの異常があった場合、
●
ご使用を控えて専門医に相談してください。
本製品は必ずお子さまの手の届かない場所に保管してください。
●
思わぬ事故の恐れがあります。
お客様で改造や修理をしないでください。
●
本製品が破損して、お子さまの落下やケガをする恐れがあります。

◆窒息の危険があります！
以下のことを必ずお守りください。お子さまの気道をふさぎ、窒息する恐れがあります。
●● 常にお子さまの様子に注意し、異常がみられたときにはすぐに使用を中止する。
●● 生後 4 ヵ月、または首が完全にすわる前のお子さまに使用する場合は、
●
常に手もしくはキャリア本体でお子さまの首を支える。
●● 気道がふさがれていないこと。
●● 装着者の身体にお子さまの顔が必要以上に押しつけられていないこと。
●● お子さまの顔が布などで覆われずはっきりと見えていること。
●● お子さまのアゴと胸の間にすき間があること。

お子さまのアゴが上向き
お子さまの顔が見える

お子さまの位置が●
低すぎる

お子さまの顔が見えない
装着者の身体に●
お子さまの顔が●
押しつけられている

お子さまが横向きで●
丸まっている
お子さまのアゴと胸の●
間にすき間がない
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同梱品

お手入れの方法

以下の同梱品がそろっていることを確認してください。
不足や不良がありましたら、お手数ですが裏表紙に記載のお客様相談室、
またはお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。
■キャリア

■ アウターラップ / 収納ポーチ

■ 取扱説明書（本書）

※ アウターラップをひっくり
返すと収納ポーチになります。

各部の名称

リングが直接洗濯槽にあたらないように、洗濯ネットに入れて洗ってくだ
さい。
●● 汚れがひどい場合は、洗濯機に入れる前に汚れを洗い落としてください。
●● ファスナーを閉じて洗ってください。
●● 形を整えて吊り干ししてください。
●● やわらかい風合いのニット素材を使用しているため、型崩れが起きる場合
がありますが、使用上に問題はありません。
●● 乾燥機やアイロンなど熱のかかる処理をしないでください。
●●

ストール

バックパネル

リング

ご注意

柔軟剤は生地を滑りやすくしますので、使用しないでください。
蛍光増白剤の入った洗剤は使用しないでください。
●● 色落ちする場合がありますので他のものと一緒に洗わないでください。
●● つけ置き洗いはしないでください。
●● 湿った状態やぬれた状態で長時間放置しないでください。
●
●●

アウターラップ / 収納ポーチ
ポケット

●●

※ 収納ポーチをひっくり返すと
アウターラップになります。
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装着前の準備

装着前の準備

出荷時はリングにストールを通した状態になっています。
すでにリングにストールが通してある場合は P.10「装着のしかた」へ

1

収納ポーチからキャリアを取り出
します。ロゴの位置を確認します。
※ロゴがある方が背中にきます。

2

バックパネルのロゴの位置と
リングの位置に注意して、
肩にかけます。

3

右肩のストールを左腰の
リングに通します。

4

通したストールを折り返し、
ひとつ目のリングを通り越して、
おなか側のリングにのみ
通します。

6

正しく装着できているか
確認してください。

7

矢印の方向に引っぱって
リングからストールがズレない
ことを確認してください。

※鏡を見て確かめながら装着してくだ
さい。

  確認しましょう

ロゴが背中にあり、
正しく読める

  確認しましょう

リングが下

5

同様に、左肩のストールを右腰のリングに通して折り返します。
※必ずストールが左前になるようにリングに通してください。

  確認しましょう

右肩のストール
が内側

  確認しましょう

左肩のストール
が外側

※リングに正しく通していない場合、
お子さまが落下する恐れがあります
ので、十分に注意してください。

  確認しましょう

  確認しましょう

左肩のストールが、先に付けた右肩
のストールの上（外側）にくるように
する

ストールが
ねじれていない

すぐお使いにならない場合は、リングからストールを外さずにキャリアを脱いで
そのまま保管してください。
続けて使用する場合は、P.11「装着のしかた」 3 から始めてください。
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装着のしかた

装着のしかた

リングにストールを通した後はこの操作から始めてください。

注意

1

  両手が使える状態でお使いください。
お子さまから目を離さないでください。

キャリアを図のように持ち、
Tシャツを着るように頭から
かぶってください。

2

頭と腕を通します。

3

頭と両腕を図のように通して、
ストールのねじれを整えて
ください。

4

バックパネルをウエストの
位置までさげてください。
  確認しましょう

  確認しましょう

布がねじれて
いない

ロゴが背中にあり、
正しく読める

  確認しましょう

リングが下

5

ストールの布を前方に
引いて締めます。
苦しくない程度に
締めてください。

6

ストールの布と身体の間に手を入れて生
地を伸ばしたときに、10～12㎝すき間
ができるとお子さまにしっかり装着する
ことができます。
→きつい場合は「ストールを緩める場合」へ

ストールを緩める場合

1

おなか側のリングを後方に
向かって立ち上げます。

2

リングを立ち上げたまま
矢印の方向にストールを引くと
緩みます。

警告
10~12cm の
すき間

矢印の方向に引っぱって
リングからストールが
ズレないことを確認して
ください。
リングに正しく通してい
ない場合、お子さまが落
下する恐れがあります。
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お子さまの乗せかた

お子さまの乗せかた

お子さまを乗せる前に P.8「装着前の準備」、P.10「装着のしかた」の手順を
行ってください。
※鏡を見て確かめながら装着してください。

警告
・お 子さまが落下しないよ
うに必ず支えてください。

説明のために写真に着色（アウターストー
ル：赤／インナーストール：青）しています。
実際の商品に同様の着色はありません。
インナー
ストール

アウター インナー
ストール ストール

1

アウターストール側の肩（左肩）
でお子さまを抱っこします。

2

アウターストール

アウター
ストール

装着者の右脇からインナー
ストールに手を通し、
お子さまの左脚を持ちます。

インナーストール

・首 すわり前のお子さまの
場合は、必ず首をサポート
しながら乗せてください。

ココが重要！
必ず脇から手を
入れてください。

注意
お 子さまを乗 せる前 に 下
記 3 点を必ず確認してくだ
さい。
・表 裏逆に装着していない
か（P.8 1 2 を確認）
・リングに正しくストールを
通しているか
（P.9 3 4 、P.8 5 を確認）
・ストールの布がねじれて
いないか（P.9 6 を確認）

アウターストール

3

そのままお子さまの左脚を
インナーストールに通します。

警告
脚を通す場所を間違えるとお子さまが
落下しますのでご注意ください。

4

ストールにお子さまの左脚を
通したまま、お子さまを
インナーストール側の肩
（右肩）に移動させます。

5

左脇からアウターストールに
手を通して、お子さまの右脚を
持ちます。

インナー
ストール

インナーストール

ココが重要！
必ず脇から手を
入れてください。

アウター
ストール

アウターストール

12
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お子さまの乗せかた

6

お子さまの乗せかた

インナーストールとアウター
ストール でクロスした 部 分
にお 子さまのおしりが 乗る
ようにセットします。

インナー
ストール

アウター
ストール

7

インナーストールをお子さまの
ひざ裏からおしりを包むように
広げ、背中と肩もしっかりと覆い
ます。

インナー
ストール

8

アウターストールをお子さまのひざ裏からおしりを包むように
広げ、背中と肩もしっかりと覆います。

※ストールとお子さまの間に手を入れて、やさしく持ち上げながら広げてください。

ココが重要！

アウター
ストール

お子さまの首を
しっかり支える
ココが重要！
ストールの布で
お子さまの首を
支える

  確認しましょう

ストールがお子
さまのおしりを
しっかりカバー
している

  確認しましょう

ストールがお子さまの
おしりをしっかり
カバーしている

※ストールとお子さまの間に手を入れて、
やさしく持ち上げながら広げてください。

9

M 字ポジション（おしりよりも膝が上になる）になるようにお子さまの
太ももを持ち、やさしく回すように持ち上げて位置を調節してください。
ストールとお子さまの間に手を差し込んで、お子さまの位置や姿勢を
調整してください。
※それでも良い位置や姿勢にならない場合は、いったんお子さまを降ろし（P.19「お子さ
まの降ろしかた」参照）、P.13 1 からやり直してください。

  確認しましょう

ココが重要！

お子さまの顔が常
に見える

おしりよりも膝が
上になるように

10

左右のストールを
前方に引いて締めます。
左右片方ずつ引っぱると
スムーズです。

  確認しましょう

お子さまの脚の
下にストールを
通す

11

装着者のおなかのあたりで
ストールを2 回結びます。

警告
必ず2回結んでくだ
さい。緩く縛ったり、
結ばない場合、
キャリアが緩んで
お子さまが落下する
恐れがあります。

ココが重要！
2 回結ぶ

14
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お子さまの乗せかた

12

お子さまの乗せかた

お子さまの首がすわるまでは、インナーストールに
お子さまの頭を入れて首を支えてください。
頭を入れる際はお子さまの頬が装着者の胸につくように
お子さまの頭を支えます。

13

次にお子さまの頭部を後ろに傾けて、アゴと胸の間に
指 1 ～ 2 本分のすき間を確保してください。

図のようにお子さまをカバーす
るようにアウターラップを巻き
つけます。

ココが重要！

ココが重要！
お子さまの
アゴと胸の間に
指 1 ～ 2 本分の
すき間を確保

注意
アウターラップは必ず使
用してください。

必ず 2 回結んでください。

16

ココが重要！
お子さまの顔を
覆わないように

ポケットが上・
ロゴが外側

お子さまの頬が
装着者の胸につ
くように

装着者の腰のあたりで
2 回結びます。

14

  確認しましょう

※首すわり以降もお子さまが眠ってしまったときは、
首を支えるためにストールで頭部を支えてください。

15

収納ポーチをひっくり返すと
アウターラップになります。
ポケットが上、ロゴが外側に
なるように持ちます。

お子さまの背中に手を当ててやさしく押して
みて、お子さまが更にキャリアに埋まったり、
装着者に近づくようならキャリアに緩みがあ
りますので、調節しなおしてください。

ココが重要！
２回結ぶ

首すわり前のお子さまに使用する場合は、
以上で完成です。

注意

  P.20 ～ 21 の「T.I.C.K.S 安全なベビーウェアリングのため
の５つのルール」
、P.22～23 の「安全チェック」で必ず安全
に装着できているか確認してください。
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お子さまの降ろしかた

お子さまの乗せかた

４ヵ月（首すわり後）以上のお子さまに使用するときは

注意

左右のストールからお子さまが腕を出したがった場合でも、
下記のように必ずお子さまの身体を支えてください。
お子さまの腕がストールから出ている場合、お子さまの動きが活発になり、
お子さまの動きでバランスを崩して落下する恐れがありますので、
ご注意ください。アウターラップは必ずご使用ください。

支えかた

1

支えかた

お子さまのどちらかの腕を
ストールに入れます。
ココが重要！

1

  お子さまを降ろす際は、お子さまが落下しないように
しっかりと支えてください。

アウターラップを外します。
ストールからお子さまの腕を
出し、お子さまの両脇に手を
差し込みます。

2

2

お子さまをやさしく
持ち上げます。

脚が引っかから
ないように注意
してください。

お子さまの背中をしっかりと
手で支えます。
ココが重要！

片腕をストール
に入れる

手でお子さまを
しっかりと支える

きつくてお子さまが持ち上げられな
い場合、ストールの結び目を緩めてく
ださい。

収納のしかた
アウターラップをひっくり返すと
収納ポーチになります。
お子さまが眠ってしまった場合は、インナーストールにお子さまの頭を
入れて、お子さまの首を支えてください。
キャリアを小さくたたんで
収納ポーチに入れます

18
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T.I.C.K.S 安全なベビーウェアリングのための ５つのルール
TIGHT

KEEP CHIN OFF THE CHEST

お子さまと密着している

キャリアは装着者とお子さまの快適のため
に、抱きしめられるくらい密着している
ことが大事です。
布にたるみや緩みがあると、お子さまが
埋もれて窒息したり、装着者の背中に負担
がかかったりする原因になります。

IN VIEW AT ALL TIMES

常にお子さまの様子が見える

常にお子さまのお顔が見える状態にして
おくことが大事です。キャリアの布がお子
さまの顔を覆ってしまい、お子さまの様子
がわからない状態にならないようにして
ください。
また、お子さまの顔がうつむかないように
ご注意ください。

お子さまがアゴを引きすぎない

お子さまのアゴが胸につくほどうつむいた
状態にならないようにご注意ください。
お子さまのアゴと胸の間に少なくとも
指 1 ～ 2 本分のすき間を常に確保して
ください。

SUPPORTED BACK

お子さまの背中が支えられている

お子さまの背中が自然な状態で支えられ、
おなかと胸が装着者と向かい合わせに
なるように、装着者とお子さまが密着
した状態で抱っこしてください。
もし緩く装着している場合、
お子さまがキャリアに埋もれて窒息の
恐れがあります。

CLOSE ENOUGH TO KISS

キスができる近さ

お子さまの頭が装着者の邪魔にならない
程度に装着者のアゴの近くにくるような
位置で抱っこしてください。
その距離が最適な抱っこ位置です。

⃝お子さまの様子を常に確認しながらお使いください。
⃝必要に応じてお子さまの姿勢を直してください。

出典：the UK Sling Consortium
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安全チェック

安全チェック

安全にお使いいただくために、必ず確認してください。

ストールを
2 回結んで
いない。
またはストー
ルを緩く結ん
でいる。

お子さまの脚
のポジション
が左右非対称
に傾いている。

お子さまの背
中やおしりを
ストールで支
えていない。

お子さまが低い
位置で抱かれて
いる。

キャリアの
正しい装着

注意   正しい方法で抱っこしているか必ず確認してください。

バックパネル
が高い位置に
ある。

アウターラップ
を緩く装着して
いる。
もしくはアウ
ターラップを
装着していない。

バックパネル
の正しい位置

アウターラップの
正しい装着

アウターラップのポケットに携帯電話や
硬いものを入れないでください。
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快適にお使いいただくためのヒント
ラクに抱っこする方法
ストールを肩から腕にかけて広げてお
使いいただくと、お子さまの荷重をより
分散でき、ラクにお使いいただけます。

保証について
保証期間中（お買い上げ日より 1 年間）に部品の欠陥や不良など弊社の責任
によるもの、取扱説明書や注意書きに従った正常使用で故障した場合には、
保証規定に基づき無償にて対応いたします。
ただし、色柄についてはご希望に添えない場合があります。

保証規定
1. 製品の保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

注意
ストールが肩からはずれないように
ご注意ください。

2. 製造が終了した製品についてはご対応ができません。
3. 一度ご使用になった製品は、原則としてお取替えすることはできません。
4. お客様の誤使用などによる損傷は対応できません。
5. 保証期間中でも次のような場合にはご対応できません。
A. 保証書の提示がない場合
B. 保証書の必要記入項目に不備がある場合や字句を書き換えられた場合
C. お客様の誤った使い方や保管不備、お手入れ不良、または不当な修理による●
損傷の場合
D. 自然劣化による変退色

装着したまま少し緩める方法

E. 洗濯による色落ち

リングを立ち上げたり、前後に動かす
ことでストールを少し緩めることができ
ます。

F. ご使用中のやぶれ・すり切れ・ほつれ
G. 損傷の原因が本製品以外に起因する場合
H. 知人やご友人から使用済みの製品を譲り受けた場合
I.

注意
ストールが肩からはずれないように
ご注意ください。

ストールの合わせを左右逆に装着する方がラクな方は、
P.8「装着前の準備」、P.10「装着のしかた」、P.12「お子さまの乗せかた」
説明内の左右を逆に読み替えてください。

レンタル業など業務用や施設など、一般家庭以外でご使用の場合

J. 製品の紛失、盗難の場合
K. 火災・地震・水害・落雷などの天災地変などの不可抗力、事故などによる損傷
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。●
This warranty is valid only in Japan
●●

お買い上げ後、シリアル番号、お買い上げ日、お客様のお名前、お買い上げの販売
店をご記入ください。

●●

保証書のレシート（領収書）の貼り付け欄にレシートをお貼りください。

●●

ご使用中に、万一、損傷が発生した場合は本書をご提示ください。

●●

本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

●●

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償対応をお約束するもの●
で す。従 い ま し て、こ の 保 証 書 に よ り お 客 様 の 法 律 上 の 権 利 を 制 限 す る も の●
ではありません。

●●

保証書にご記入いただいた個人情報は、交換などのご対応にのみ利用します。●
それ以外の用途には使用しません。
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保 証 書
品名
シリアル番号

保証期間

ピジョン caboo carrier

レシート（領収書）貼り付け欄

本体縫い付け洗濯ラベル下に記載

お買い上げ時のレシート（領収書）を、お貼りください。

お買い上げ日より 1 年間（ただし保証規定による）
お買い上げ日

年

月

日

お名前

お客様

ご住所

〒

お電話

（

）

（

）

店名

販売店

住所

〒

電話

※お買い上げ時のレシート添付でも有効です。
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●製品の各種お問い合わせ先
〒 103-8480 東京都中央区日本橋久松町 4-4

ピジョン株式会社 お客様相談室
TEL

0120-741-887

受付時間： 9 時～ 17 時（土・日・祝日は除く）
ピジョンホームページは https://pigeon.info/

Caboo_carrier_Instructions_0425.indd

28

2019/04/25

15:19:00

