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このたびは、ピジョンcaboo dxɡo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。
お読みになったあとは、大切に保管してください。
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取扱説明書
保証書

警告 誤った取り扱いをすると、人が
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。

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

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。

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。）

指示 製品使用上、必ず実行していた
だきたい内容を示します。 禁止 製品使用上、禁止行為を示し

ます。

警告

安全上のご注意

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

重要

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。

月齢6ヵ月～36ヵ月（体重6.5kg～20kg）のお子さまにのみ本製品を使用してください。●

呼吸器官に問題がある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。
本製品はお子さまをタテ抱っこやおんぶするためのもので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。
使用前に点検してお使いください。部品の紛失、バックルやリングに変形・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。

装着者はご自身の体調を確認の上、ご使用ください。●

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。●

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

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。●

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。

取扱説明書に記載されている以外の抱きかたをしないでください。●

お子さまを乗せたまま抱きかたを変更しないでください。●

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（右図コード、または下記URL）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。
https://support.pigeon.co.jp/video/carrier/carrier2.html 使用方法は

こちらから



◆�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。●
特に「おんぶ」の場合は、目が届きにくいのでご注意ください。
●● 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。
●● お子さまの頭が自由に動かせるすき間があること。
●● フードを使用する場合は、常にお子さまの様子が確認できるようにすき間を確保すること。
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警告 注意

安全上のご注意安全上のご注意

◆�その他の注意
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。

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。●

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。
フードポケットにはフード以外の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。
ファスナーポケットには収納バッグ以外の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。
小さなお子さまは体温調節機能が未熟です。●
常に様子を観察してお子さまの衣服を調節してください。
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。
バックルを留める際はバックルに手や指をはさまないようにご注意ください。●
ケガをする恐れがあります。
バックルの開口部にお子さまの手や指を入れないようにご注意ください。●
使用していないときもバックルが開口しないように固定箇所を留めてください。

◆�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.10～23参照）
●● 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。
使用前に各部を正しく調節し、●
固定箇所を確実に留めて●
ご使用ください。●
お子さまが開口部から抜け出し、落下する恐
れがあります。●
特に「おんぶ」の場合、背ストラップのバッ
クルが確実に留まっていることを確認して
ください。●
1ヵ所でも固定できない箇所がある場合は
使用を中止してください。
お子さまがキャリアの中で●
正しい位置にいることを●
確認してください。
ご使用中、肩ベルトが緩んでいないか●
定期的に確認してください。●
緩んでいる場合は調整ストラップで●
調整してください。

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。●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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●● バックルやファスナー、ボタンを閉じて洗ってください。
●● 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。
●● 洗濯ネットに入れてください。
●● 形を整えて吊り干ししてください。
●● 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。

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洗濯物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。●

■キャリア ■取扱説明書（本書）

ファスナーポケットから収納バッグを取
り出すと、dxɡoをコンパクトに収納でき
ます。
詳しくはP.26の「収納バッグの使いかた」
を参照してください。

1. 腰ベルトのあまりをくるくる巻きます。

2. 腰ベルトまとめゴムでまとめます。

腰ベルトまとめゴムの使いかた

Dリング

レッグクッション

腰バックル

腰ベルト

腰ベルトまとめゴムファスナーポケット/ 
収納バッグ

肩ベルト

ネックサポート＆
フードポケット

フード 
ストラップ

フードパネル

背ストラップ

調整ストラップ

背ストラップ
スライダー

ボタン

フードストラップ
バックル

※ 出荷時フードは
フードポケット
に収納されてい
ます。

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。

同梱品

お手入れの方法

各部の名称
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以降の手順で左右の肩ベルトの 
Dリングに調整ストラップを 
通します。

Dリング

調整ストラップ

ボタン

装着前の準備 装着前の準備

1
最初に調整ストラップの 
ボタンを留めます。 2

２つのDリングに 
調整ストラップを通します。 3

調整ストラップを折り返し、図のよ
うにひとつ目のDリングを通り越
して、もう一方のDリングにのみ
通します。もう片方の調整ストラッ
プも 1 ～ 3 の手順で同様に通し
ます。

　   確認しましょう
調整ストラップがねじれていない

　   確認しましょう
ボタンを留めたま
まDリングに通す

装着のしかた

1
キャリアを図のように 
広げます。 2

腰ベルトを手前に折り返して、 
図のように持ちます。 3

腰ベルトを図のように腰に巻き、腰バックルをカチッと音がするまで 
差し込みます。
ウエストにフィットするまで、矢印の方向にベルトを引き調整します。 
お子さまの身長に合わせて位置を調整してください。
※ベルトが余る場合は、腰ベルトまとめゴムをご使用ください（P.7参照）。

※ウエストサイズは65～140㎝までお使いいただけます。

カチッ

片方ずつ引っ張るとスムーズに調整
できます。

装着のしかた
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お使いになる前に、P.8「装着前の準備」「装着のしかた」の手順を 
行ってください。

使いかた

1
腰ベルトを装着し、
P.13 5 のヒントを
参照して背ストラップ
のバックルを 
留めやすい位置に調整
してください。

2
お子さまを右腕と腰で支えながら、
左手でキャリアをお子さまの背中に
かぶせます。
このとき、お子さまの脚が左右均等に 
レッグクッションから出ていることを 
確認します。

タテ抱っこの方法（6ヵ月～） 

　 ココが重要！
お子さまを 
しっかり支える

3
キャリアの上から右腕で 
しっかりお子さまを支えながら、
左肩に肩ベルトをかけます。

4
お子さまを支えている手を 
右手から左手に変えて、 
右肩に肩ベルトをかけます。

　 ココが重要！
お子さまを 
しっかり支える

使いかた

　 ココが重要！
お子さまを 
しっかり支える

　   確認しましょう
お子さまがキャリアの 
センターにくる

警告    お子さまが落下しないように必ず支えてください。
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背ストラップの位置は、 
左右の背ストラップスライダーを 
上下させることで、
調節することができます。
 
装着前に背ストラップの
バックルを留めやすい
位置にしておいてください。

使いかた使いかた ［タテ抱っこの方法（6ヵ月～） のつづき］

6 お子さまを右手で持ち上げながら（ 1 ）、 
左手で調整ストラップを引き（ 2 ）、長さを調節します。 
左右対称になるように、もう一方の調整ストラップも調節します。

7
お子さまがキャリアの中心にくるように位置を調節し、 
脚が自然なM字ポジションになるように、キャリアの内側から 
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ください。

　   確認しましょう
お子さまがキャリアの 
中心にきている

お子さまを降ろす際は、乗せるときと逆の手順で行ってください。

　   確認しましょう
脚が自然な
M字ポジションに 
なっている

　   確認しましょう
お子さまの頭が
ネックサポートの
端から5cm以上
出ている

警告    腰ベルトは必ず最後に外してください。 
お子さまが落下する恐れがあります。

背ストラップ
スライダー

背ストラップ
スライダー

背ストラップ

5
背ストラップのバックルをカチッと音がするまで差し込みます。
背ストラップの長さは、左手側のバックルで調整できます。

ヒント

バックル

　   確認しましょう
装着者が顔を前に
傾けたときに
お子さまの頭に
届く位置

5cm以上
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1
キャリアを椅子もしくはベッド
に敷き、お子さまをキャリア
の上に乗せます。

肩ベルト

腰ベルト

使いかた使いかた

おんぶの方法（8ヵ月～）
おんぶする方法は2種類あります。

はじめは 1  の方法（P.15参照）でおんぶしてください。

慣れてきたら、 2  の方法（P.18参照）を試してください。

警告
お子さまが落下しないように必ず支えてください。

お使いになる前に、P.8「装着前の準備」の手順を行ってください。

肩ベルト

腰ベルト

　   確認しましょう
お子さまの脚が
腰ベルトの上に
出ている

カチッ

片方ずつ引っ張るとスムーズに
調整できます。

2
お子さまの前に座り、腰ベルトのバックルをカチッと音がするまで 
差し込みます。
ウエストにフィットするまで、矢印の方向にベルトを引き調整します。
お子さまの身長に合わせて位置を調整してください。
※ベルトが余る場合は、腰ベルトまとめゴムをご使用ください（P.7参照）。

3
お子さまの両腕を肩ベルトの下に通してから、 
装着者の肩に肩ベルトをかけます。

　   確認しましょう
お子さまの腕は肩ベルトの
下から出ている

　 ココが重要！
お子さまから 
目を離さない

椅子を使用した簡単なおんぶの方法1
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　 ココが重要！
お子さまを 
しっかり支える

使いかた使いかた ［おんぶの方法（8ヵ月～） のつづき］

4
装着者の背中と腕でお子さま
を支えながらお子さまを立ち
あがらせます。
キャリアでお子さまを 
しっかりと支えているか 
確認してください。

6
背ストラップスライダーを 
上下に調節し、快適な位置で
背ストラップのバックルを 
カチッと音がするまで 
差し込みます。

5
左右の調整ストラップを 
矢印の方向に引き、 
肩ベルトの長さを調節します。

7
お子さまがキャリアの 
センターに位置している 
ことを確認してから立ち上がり、 
お尻よりも膝が上になるように
お子さまの太ももを持ち、 
やさしく脚の位置を 
調整してください。調整ストラップ 背ストラップ

8
再度、左右の調整ストラップを 
矢印の方向に引き、左右対称になるように 
調整ストラップの長さを調節します。 注意

おんぶの際は 
目が届きにくいので、 
鏡や携帯電話の 
カメラ機能などを使用して 
定期的にお子さまの様子を 
確認してください。

お子さまを降ろす際は、
乗せるときと逆の手順で行ってください。

警告    腰ベルトは必ず最後に外してください。 
お子さまが落下する恐れがあります。

5cm以上
　   確認しましょう

お子さまの頭がネックサポート
の端から5cm以上出ている
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　 ココが重要！
調整ストラップを
長めにしておく

使いかた使いかた ［おんぶの方法（8ヵ月～） のつづき］

お使いになる前に、P.8「装着前の準備」「装着のしかた」の手順を 
行ってください。
※左右逆に操作するほうがラクな方は、説明の左右を逆に読み替えてください。

注意  
1  でキャリアの使いかたに慣れてからお試しください。

1
腰ベルトを装着したあと、
腰ベルトを右に回します。
調整ストラップを長めにして
おきます。

2
キャリアのセンターにお子さま
が座るように抱っこします。 3

お子さまを右手で
しっかり支えながら、 
左手でキャリアをお子さまの
背中にかぶせます。

　 ココが重要！
お子さまを 
しっかり支える

　 ココが重要！
装着者の右腰と 
腕でお子さまを
しっかりと支える

お子さまを抱えてからおんぶする方法2
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使いかた使いかた ［おんぶの方法（8ヵ月～） のつづき］

7
左手で持っている両方の 
肩ベルトを右手に 
持ち替えます。

9
左手を左側から背中に回し、
片方（お子さまの左手側）の 
肩ベルトのみを持ちます。

8
両方の肩ベルトを背中に 
回し、左手で腰ベルトを後ろに
回転させてください。

10
肩ベルトに装着者の左腕を 
通します。

　 ココが重要！
肩ベルトは
両方とも離さない

4
キャリアの上からお子さまを右手でしっかり支えながら、 
左手で左右の肩ベルトを図のように重ねてお子さまの顔の前で持ち、 
肩ベルトでお子さまを支えます。

5
重ねた肩ベルトの下から 
装着者から見て左側の 
肩ベルトにだけ右腕を通します。

6
両方の肩ベルトを左手で 
しっかりつかみ、肩まで 
引き上げます。

　 ココが重要！
左右の肩ベルトを重ねて、 
左手でお子さまの顔の前で持つ

　 ココが重要！
重ねたベルトの
下から腕を通す

　 ココが重要！
両方のベルトを
しっかりつかむ

※イラストはキャリアを装着者側から見た図です。※イラストはキャリアを装着者側から見た図です。

　 ココが重要！
左手で持った左
右の肩ベルトで
お子さまを持ち
上げる
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注意
おんぶの際は目が届きにくいので、 
鏡や携帯電話のカメラ機能などを 
使用して定期的にお子さまの 
様子を確認してください。

使いかた ［おんぶの方法（8ヵ月～） のつづき］

14
再度、調整ストラップを矢印の方向に引き、 
左右対称になるように調整ストラップの長さを調節します。

お子さまを降ろす際は、乗せるときと逆の手順で行ってください。

警告    腰ベルトは必ず最後に外してください。 
お子さまが落下する恐れがあります。

12
背ストラップスライダーを
上下に調節し、快適な位置で
背ストラップのバックルを
カチッと音がするまで差し込み
ます。

背ストラップ

使いかた

13
お子さまがキャリアのセンターに位置していることを確認して 
から、お尻よりも膝が上になるようにお子さまの太ももを持ち、 
やさしく脚の位置を調整してください。

調整ストラップ

11
調整ストラップを矢印の方向に引き、 
肩ベルトの長さを調節します。

　   確認しましょう
お子さまの頭が
ネックサポートの
端から5cm以上
出ている

5cm以上



24 25

1
フードポケットの幅に 
合わせてフードを折り 
たたみます。

3
小さく巻いたフードを 
フードポケットに収納します。2

フードポケットの幅に 
合わせてフードをさらに 
巻きます。

4
完成です。

フードの収納方法

フードの使いかた フードの使いかた

フードポケット

フードの取付方法

日差しを防いでくれるだけでなく、お子さまが眠ってしまったときの
ヘッドサポートとしてもお使いいただけます。

※イラストはキャリアを内側から見た図です。

1
キャリアの裏にあるフード 
ポケットの下からフードを 
取り出し、広げます。 注意   

おんぶのときにお子さまが眠っ
てしまった場合は、お子さまの
顔が装着者の背中に押しつけら
れていないか確認してください。 
鏡や携帯電話のカメラ機能を使
い、定期的にお子さまの様子を
確認してください。

注意   
バックルがお子さまにあたらな
いように、必ず両手で外してく
ださい。

2
肩ベルトの差し込み口に 
フードストラップのバックルを
カチッと音がするまで 
差し込んでください。

フードを外す際は、片方の手で 
肩ベルトを持ち、もう片方の手で 
フードストラップのバックルのボタンを 
押しながら抜いてください。

　   確認しましょう
お子さまの顔が装着者の 
背中に押しつけられていない

バックル バックル

肩ベルト差込口
ボタン
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5
収納バッグの大きさに 
合わせて、折り曲げます。 7

完成です。
※ファスナーポケットには 

収納バッグ以外のものを 
入れないでください。

6
収納バッグを裏返しながら、
キャリアを収納バッグに 
入れます。

収納バッグの使いかた 収納バッグの使いかた

1
ファスナーポケットを開き、 
収納バッグを取り出します。 2

キャリアを裏返します。

平らな場所に広げてたたんでください。
※あらかじめフードは収納しておいてください。（P.24）

　   確認しましょう
収納バッグが 
見えている。

収納バッグ

ファスナー
ポケット

3
背ストラップバックルと 
腰ベルトバックルを留めます。 4

①腰ベルトを内側に折り、 
②背ストラップを、 
収納バッグの幅に合わせて 
折り曲げます。

①

②

背ストラップ
バックル

腰ベルト
バックル
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 TIGHT 
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。

 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。

 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。

 KEEP CHIN OFF THE CHEST 
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。

出典：the UK Sling Consortium 

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



3130

保証期間中（お買い上げより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したが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。
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かたや保管不備、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
E.● 洗濯による色落ち
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.● 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。

保 証 書
品名 ピジョンcaboo dxɡo

シリアル番号
本体縫い付け洗濯ラベル下に記載

保証期間
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

お客様

お名前

ご住所　〒

お電話
 （　　　　）

販売店

店名

住所　〒

電話
 （　　　　）

※お買い上げ時のレシート添付でも有効です。

レシート（領収書）貼り付け欄
お買上げ時のレシート（領収書）を、お貼りください。

保証について



●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/




