H I P S E AT C A R R I E R

取扱説明書

・この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の
取り扱い方を示しています。

注
意

・ご使用前に必ず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。
本書に記載されている以外の方法でご使用されると大変
危険です。
・本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
・保証書は本書の後方にございます。

H OW TO USE N O 5 P LUS H I P S E AT C A R R I E R

ヒップシートキャリア取扱説明書 目次
ご使用いただく前に
▶

確認リスト……………………………………………………………………………………………………………………… P04

▶

安全上の注意………………………………………………………………………………………………………………… P06

▶

保管方法…………………………………………………………………………………………………………………………… P07

▶

SGマーク制度とは……………………………………………………………………………………………………… P07

▶

月齢別推奨使用方法・各部の名称………………………………………………………………… P08

数字の 5 は10 進法で真ん中に位置する数。

▶

付属品・付属品装着方法……………………………………………………………………………………… P09

均衡、調和、バランスのとれた、様々な要素の中心であることを意味します。

▶

ヒップシートキャリア接続方法……………………………………………………………………… P10

▶

抱っこ紐接続方法……………………………………………………………………………………………………… P11

▶

足幅調節機能………………………………………………………………………………………………………………… P12

NO5 は、アクティビティとオーガニックの調和を盛り込んだモデルです。

装着方法
▶

対面抱っこ・前向き抱っこ………………………………………………………………………………… P14

▶

おんぶ………………………………………………………………………………………………………………………………… P20

お手入れ方法
▶

品質及び洗濯方法……………………………………………………………………………………………………… P22

アフターサービス
▶

品質保証・修理・製品について……………………………………………………………………… P23

▶

保証内容…………………………………………………………………………………………………………………………… P24

▶

保証書………………………………………………………………………………………………………………………………… P25
※色・デザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
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【ファスナー（接続ファスナー・サイレントファスナー）
】
抱っこ紐ベルト含む全てのファスナーを確認してください。

※ご使用の前に必ずお読みください※
●商品受け取り後、不備がないか確認してください。
●製品のほつれ、傷、やぶれ、バックル等の部品の破損や異常がある状態で使用
すると、事故につながる恐れがあります。
※購入から 8 日以上経過した場合は初期不良対象外となりますので、購入後すぐ
にご確認ください。

□ 蝶棒は奥まで入り、ファスナーが最後まで締まりますか。
□ ロックはかかりますか。パチンと音がすれば正常です。
□ サイレントファスナーの自動ロックはかかりますか。
□ ファスナーを締めた後、上下に引っ張り開いてこないか確認してください。

❶ 根本がきちんと噛み合っているか確認
【梱包内容】

し、ファスナーを最後まで締めます。
引き手を内側に折り返し、パチンと音
がするまで押してロックをかけます。

不足品がないか確認してください。

□ ヒップシートキャリア本体（キャリア上部、ヒップシート、抱っこ紐ベルト）
□ 取扱説明書（保証書付き）
□ 落下防止ベビーベルト（本体に接続済み）
□ ヘッドレストカバー、よだれパッド（どちらも本体に接続済み）
□ スリーピングフード２種

ご使用いただく前に

ご使用いただく前に

確認リスト

❷ ヒップシート部分とキャリア上

部を上下に引っ張り、
ファスナー
が開いてこないか確認します。

ファスナーが開いてしまう場合
引き手の方からではなく、根元や中間から開いてくる

ロックがかかっていない

奥まで差し込めておらず、

可能性があります。最後

ファスナーが噛み合って
いない可能性があります。
正しく閉めた後、上下に

根元から開く

まで閉めたら引き手を内
側に折り返し、パチンと
音がするまで押します。

引っ張りもう一度開かな
いか確認してください。

引き手の方から開いてくる

中間から開く

【保証】

□ 保証書はついていますか。
□ 保証書及び、明細書や購入レシートは大切に保管してください。
【バックル（腰バックル・胸バックル）】
抱っこ紐ベルト含む全てのバックルを確認してください。

□ バックルに割れはありませんか。
□ 何度か付け外しを行い、異常がないか確認してください。
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上記方法を実行しても何度も開いてしまう

ロックをかけても開いてくる

故障の可能性があります。

故障の可能性があります。

直ちに使用を中止してください。

直ちに使用を中止してください。

【その他】

□ 商品の縫製に異常はないですか。（1 ～ 2cm 程度の差異は不良対象外です）
□ ヘッドレストカバーやスリーピングフードは問題なく本体に装着できますか。
□ よだれパッド・落下防止ベビーベルトのボタンに割れ等の破損はないですか。
□ 背面ファスナーは問題なく開閉できますか。
□ 背面カバーを開いた際に留める、面ファスナーはついていますか。
□ クッションシート開閉時のボタンは、問題なく留まりますか。
□ クッションシートを畳んだ際に留める、面ファスナーはついていますか。
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着脱の注意

※取扱説明書の注意事項をよく読んでから装着してください※

・バックルの開口部にお子さまが指などを入れないように注意してください。すき間に指が入っ

●お子さまの安全の為にも、取扱説明書を必ずご一読ください。また、この取扱説明書を

て抜けなくなったり、ケガをする恐れがあります。
・ご使用前にバックルの調節・固定具や縫製、服飾物等、破損がないか随時確認・点検し

お読みになった後は、必要な時にすぐ取り出せる場所に保管してください。
● 3.5kg 以上から 15kg 以下のお子さまに使用してください。
※ 4 カ月 ( 首すわり ) までは新生児インサートを併用。
●
や
の表示は、これらの注意事項が守られなかった場合に予想される、危害
や損害の切迫度の大きさにより区分したものです。
いずれも安全に関する大変重要な内容です。必ずお守りください。
警告

注意

表示

表示の内容

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。

注意

誤った取り扱いをすると、
人が傷害を負ったり、
物的損害が生じる可能性が想定
される内容です。

着脱は、可能な限り低い姿勢や安全な場所で行ってくだ
さい。また、人に介添えしてもらうことを推奨します。
おんぶをするときは特に注意してください。

てからご使用ください。１箇所でも破損していてうまく固定できない箇所がある場合は、

注
意

使用しないでください。
・ご使用前にバックル等の固定部が確実に留められていることを確認してください。特に、

ご使用いただく前に

ご使用いただく前に

安全上の注意

背中のバックルについては、必ず確認してください。
・装着後も緩みがないか確認してください。
・抱っこの際、お子さまの頭で前方の視界が妨げられないようにしてください。 特に足元
が見えにくくなる場合がありますので、歩行には注意してください。
・授乳後約 30 分以内はお腹を圧迫することで、消化吸収を妨げることがあるので使用し
ないでください。
・お子さまの落下防止の為、ベビーベルトは必ずつけてください。
・ヒップシートキャリアを使用する際にすべてのバックルがきちんと結合されているかご確
認ください。
・万が一に備えて、常にお子さまの体に手を添えてご使用ください。
・連続２時間以上の使用はしないでください。お子さま、
装着者が体調を損なう恐れがあります。
・装着者の体調がすぐれない時や、痛みや不快感がある時は使用しないでください。
・料理、家事等での使用は、事故につながる恐れがあります。

保管方法
落下の危険性

警
告

・おんぶや抱っこの場合、大きく前屈み（約 45 度を超えて）にならないでください。お子
さまが滑り落ちる可能性があります。
・身体を傾ける際には落下しないように手で支えてください。また、お子さまの頭が下向き
にならないよう腰を曲げるのではなく膝を曲げてください。
・正しく調節し、固定箇所を確実に締めていないと、お子さまが落下する可能性がありま
すのでご注意ください。
・お子さまを抱っこやおんぶをしている時に腰ベルトを先に緩めると、お子さまが転落する
恐れがありますので、必ず安全におろしてから腰ベルトを解いてください。
・事故につながる恐れがある為、本商品を装着した状態で自転車等に乗らないでください。

●バックルはきちんと留めてください。外した状態で保管したり、重いものを上に乗せたりすると割
れる可能性があります。
●ファスナーは蝶棒が入ったままや、途中まで閉まった状態になっていると引っかかってしまい破損の
原因となります。必ず、最後まで締めるか完全に外して保管してください。
●色褪せの原因となりますので、日の当たる場所での保管は避けてください。

SGマーク制度とは
SGマーク制度は SGマーク付き製品に欠陥があり、その欠陥によっ
て人身事故が発生した場合に製品安全協会が賠償措置を行う制度で
す。適用対象期間は購入日より３年間です。製品安全協会が定めるSG
マーク制度の対象月齢は以下のとおりです。

窒息の危険性
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お子さまが開口部から落下する恐れがあります。

●面ファスナーをきちんと合わせて留めてください。留めずに保管すると、ゴミが付着し粘着力が弱く
なります。ゴミが付着した場合は丁寧に取り除いてください。

生後４カ月未満の乳児は装着者の身体に顔を強く押し当て
られた場合に、本製品内で窒息する可能性があります。

対面抱っこ

（タテ抱っこ）

・首がすわる４カ月までは新生児インサートを併せて使用の上、対面抱っこにて装着してく
ださい。

前向き抱っこ

・お子さまを装着者の身体に強く縛り付けずに、お子さまの頭部は動かす余裕があるよう
に装着してください。
・早産児及び呼吸疾患等のあるお子さまは生後１カ月でも使用をお控えください。
・気道をふさぐことがないよう、お子さまの状態に注意しながら使用してください。

おんぶ

（タテ抱っこ）

首がすわった乳児期（4カ月）から、
24カ月
（体重13kg）
まで
※新生児インサートを併せてご使用の場合、
対面抱っこは生後１カ月から

腰がすわった7カ月から、24カ月（体重13kg）まで
腰がすわった7カ月から、36カ月（体重15kg）まで

※生後０カ月から、１カ月までは SG マーク制度対象外です。
※タテ抱っこ２４カ月から、３６カ月までは SG マーク制度対象外です。
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0カ月

14日
（3.5kg）

1カ月

4カ月

首すわり前

首すわり

7カ月

14カ月

24カ月

36カ月
（15kg）

〈落下防止ベビーベルト〉

限度
体重

腰すわり

❶スナップボタン

新生児インサート使用
生後14日以降且つ、
体重3.5kg～首すわり頃まで

対面
抱っこ

❼
SG 対象

ヒップシート
キャリア
・
抱っこ紐

❹

前向き
抱っこ

❺

❻

❹メッシュバンド
❺アジャスターカバー
❼カバースナップボタン

〈ヘッドレストカバー〉

SG 対象

❸ポグネーロゴラベル

❻アジャスター

15kg
SG 対象

おんぶ

❷テープ

ご使用いただく前に

ご使用いただく前に

付属品

月齢別推奨使用方法

〈よだれパッド〉

〈スリーピングフード〉

※個人差がありますのでお子さまの成長に合わせてご使用ください。
※ SG マーク制度については、P7 をご確認ください。

各部の名称

メッシュフード

コットンフード

ヒップシートキャリア

付属品装着方法

メッシュ
肩ベルト

ヘッドレスト

落下防止
ベビーベルト

胸テープ・
胸バックル

背中
カバー

足擦れ防止
クッション
サイド
ポケット

二重
ファスナー

腰ベルト

ヒップシート

外側

内側
抱っこ紐

メッシュ
肩ベルト

ヘッドレスト

背中
カバー

足擦れ防止
クッション

胸テープ・
胸バックル

腰ベルト

外側

【よだれパッド】

【ヘッドレストカバー】

【スリーピングフード】

❶ 肩ベルトによだれパッド

❶ キャリアの内側にヘッドレ

❶ フードの下部にあるスナッ

を巻き付けます。

❷ ボタンを留めます。

サイド
ポケット

二重
ファスナー
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落下防止
ベビーベルト

内側

ストカバーを置き、中心
のスナップボタンを留め
ます。

❷ ゴムのついたスナップボタ
ンを外側に折り返して留
めます。

プボタンをヘッドレストに
留めます。

❷ フード上部のテープのボタ
ンを肩ベルトに留めます。

※テープ ボタンの 留める位置によって
4 段 階の 長さ調 節が可能 です。
※ヘッドレストカバーとスリーピング
フードの 併用はできません。
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[ キャリア上部 ]

[ ヒップシート ]

[ 抱っこ紐用 腰ベルト ]

とヒップシー
ナー
トのファスナー
を
接続し、最後までしっ
かりと締めます。

❷ ファスナーの引き手
を内側へ折り返しパ
チンと音がするよう
ロックをかけます。

❸ファスナー

と
を
接続し、最後までしっ
かりと締めます。

❹ ファスナー

も 引き
手 を内 側 へ 折り 返し
パチンと音がするよう
ロックをかけます。

※ロック機能で使用中ファ
スナーが開いてこないよ
うにします。ファスナー接
続時の注意事項について
は、P05 を必ず 読 んでく
ださい。

注意
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抱っこ紐接続方法

[ キャリア上部 ]

❶キャリア上部のファス

ご使用いただく前に

ご使用いただく前に

ヒップシートキャリア接続方法

ファスナーの接続は、お子さまの安
両方を結合さ
全のため、必ず
せてください。

❶キャリア上部のファス
と抱っこ紐の
ナー
ファスナー
を接続
し、最後までしっかり
と締めます。

❷ファスナーの引き手を
内側へ折り返しパチン
と音がするようロック
をかけます。

❸ファスナー

と
を
接続し、最後までしっ
かりと締めます。

❹ファスナー

も引き
手を内側へ折り返し
パチンと音がするよ
うロックをかけます。

※ロック機能で使用中ファス
ナーが開いてこないように
します。ファスナー接続時の
注 意事 項については、P05
を必ず読んでください。

ファスナー接続方法の
動画はコチラ
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ノーマルポジション

ヒップシートキャリア

ワイドポジション

抱っこ紐

抱っこ紐

対面抱っこ
対面抱っこ
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ご使用いただく前に

ご使用いただく前に

足幅調節機能

前向き抱っこ

おんぶ

前向き抱っこ

おんぶ

※ヒップシートキャリア使用時は
該当しません。

使用スタイルに応じて、
必ずシート幅を調節してください。
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装着方法

装着方法

対面抱っこ・前向き抱っこ

❷ バックルを留め、テープを締める
バックルを留め、テープを引っ張りしっかり
と締めてください。締め方が緩いとお子さま
を乗せた際に負担が大きくなる可能性があり
ます。

❶ 装着位置を決める
面ファスナー側を前にして、ずれないように
きちんと重ねて留めます。
※緩みのないように留め、装着者の体に
ぴったりフィットさせてください。

❸ 正面に回す
ヒップシートを正面に回します。背中側のベルトをぐっと
下げ、腰ベルトが床と平行につけられているか確認します。
※前側（ヒップシート）は下げないようにしてください。

POINT

事前準備

バックルの正しい装着

❶ 肩ベルト・胸バックル・落下防止
ベビーベルトは緩めておきます。

❷ 落下防止ベビーベルトは装着前に

片方のボタンをはずしておきます。

❶

❷

必ずバックルを留めてください。バッ
クルを留めないで使用すると、サイ
レントファスナーへ負荷が生じ、故障
の原因となります。

細身の方
装着位置
腰ベルトは基本的にウエストのくびれ部分ではな
く、おへその位置（くびれのやや下）に装着します。
但し、個人差がありますので、楽な位置で装着して
ください。
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ベルトを中心に折って面ファスナー
を留めると、厚みができよりフィッ
トします。
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装着方法

装着方法
❹ お子さまを乗せる

❺ 肩ベルトを装着する

お子さまをしっかりと両手で支え、装着者の
体に寄せて乗せます。
※前向き抱っこの場合は、お子さまを前向きに乗
せてください。

❻ 胸バックルを留める

落下しないように片手でしっかり支え
ながら片方ずつ肩ベルトに腕を通し
ます。

胸バックルを留め、テー
プを引っ張り長さを調節
します。

POINT

お尻の位置

＜対面抱っこ＞

＜前向き抱っこ＞

お子さまのお尻は、対面抱っこ・前向き抱っこ共に装着者に近づけます。
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胸バックルの留め方・位置

〇

×

胸バックルは装着前に緩めておき、首の後ろではなく頭の後ろで留めるとより留めやすくなります。
位置は、肩甲骨の中央あたりの高さが目安です。装着位置が高い又は、低い場合は、肩ベルトが
落ちやすくなったり、肩への負担が大きくなりますので、装着者に合う位置にレールを調節してく
ださい。
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装着方法

装着方法
❼ 落下防止ベビーベルトを
留める

予め外しておいたベルト
の端を持ち、お子さまと
装着者の間を通します。

❽ ボタンを留める

❾ 長さの調節

通したベビーベルトを反
対の手で受け取り、ボタ
ンを留めます。

ベビーベルトのテープ
を引っ張り長さを調節
します。

❿ お子さまを正しい位置に

⓫ 肩ベルトを調節する

座らせる

お子さまのお尻の下に手を
入れお尻を持ち上げるよう
にして、正しい位置に座ら
せます。

肩ベルトのテープを矢印の方へ引っ張り、
調節します。

装着方法の
動画はコチラ

POINT

サイレントファスナー《取り外し専用》

余ったテープの畳み方

装着後の確認

装着後、下記の内容に当てはまる場合は、右部の方法をお試しください。

注
意
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サイレントファスナーはキャリアを外す
時のみご使用ください。装着時にサイレ
ントファスナーを使用すると、故障の原
因となります。装着時は面ファスナーで
緩みのないように締めてください。

❶ 余った部分をくる ❷ テープの端につ
くると巻きます。

いたゴムで 留め
ると完成です。

腰ベルトが前下がりになっている場合

もう一度、腰ベルトを締めて、装着しなおし
てください。

お子さまが下にさがりすぎている場合

腰ベルトの位置を変え、ご自身に合った場所
で装着しなおしてください。

肩ベルトが肩から落ちてしまう場合
背中に違和感がある場合

胸バックルの位置を変え、ご自身に合った場
所で装着しなおしてください。

お子さまの背中が反っている場合

肩ベルトを少し緩めて、装着してください。
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装着方法

装着方法

おんぶ

❶ 胸テープ・肩ベルトを
緩める

対面抱っこの状態で、胸
テープ・肩ベルトを装着
者の腕 が通る程 度に緩
めます。
※落下の恐 れがありま
すので、ベビーベルト、
胸バックルは必ず留め
てください。

❷ 左手を抜く

❹ 左側に腰ベルトを回す

❺ キャリアを背中側に回す

左手でお子さまをしっか
りと支えながら、右手で
腰ベルトを持ってヒップ
シートが背中にくるよう
に、反時計回りにゆっく
りと回します。

お子さまが体の横にきたら、
少し前かがみになり、
右手で
胸バックルを持ってキャリア
全体が背中にくるように回し
ます。

❸ 右手を抜く

右手でお子さまを支えな
がら、左手を肩ベルトの
上へ抜きます。( 肩ベル
トが脇の下にくるように
します )

左手でお子さまを支えな
がら、右手を肩ベルトの
下へ通して抜きます。
（肩
ベルトが肩の上にくるよ
うにします）
※肘から入れると腕を
通しやすいです。

❻ 左の肩ベルトをかける
左のベルトを肩にかけ
ます。

右手を肩ベルトに通し
ます。

※肘から入れると腕を
通しやすいです。

POINT

おんぶ

手の抜き方

❷ の 手 順 に つ い て は、右 手 か ら 抜 く
ことも可 能 で す。そ の 場 合、❷ ～ ❼ の
手 順 は 全て 左 右 逆となります。

おんぶは、対面 抱っこ
の状態から始めます。

警
告

20

❼ 右手を通す

❽ テープを締めて完成
胸バックル、肩ベルトを
調節し、
お子さまを正し
い位置に座らせます。

お尻の位置

お子さまのお尻は、装着者に近づけます。

お子さまが開口部から落下する恐れが
ありますので、着脱時には特に注意し
てください。
各ベルトの装着、周囲の確認を行い、
安全な場所で装着してください。
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品質保証
保証書は、日本国内の POGNAE 製品正規販売店で購入された製品で、保証期間中、本製品を保証

品質表示
無地：ナイロン 55％

本体

ポリエステル 45％
柄地：オーガニックコットン 100％

フード

するものです。詳しくは 24P に掲載しておりますのでご覧ください。
よだれパッド・
ヘッドレストカバー

コットンフード：オーガニックコットン１００％
メッシューフード：ポリエステル１００％

充填剤

アフターサービス

お手入れ方法

品質及び洗濯方法

オーガニックコットン 100％

ポリプロピレン

修理について
洗濯時の注意事項

修理の申込みは全て下記より受け付けております。
保証を受ける為には、下記が必ず必要となりますので、大切に保管してください。
・保証書
・購入の記録 ( 購入レシートや明細書、オンラインショップでの注文履歴 )

より詳しい情報はコチラ

洗濯の前に必ず注意事項の内容を確認してください。
誤った洗濯や乾燥によって生じた商品の異常での交換または返品はできません。
●オーガニックコットンは色落ちしないようにする定着剤などの合成成分を使用しておりません。よっ
て特性上、洗濯・ 乾燥後に自然な色落ちや色あせが起こることがありますが、商品不良ではござ
いません。
●ヒップシートは必ずポリプロピレン型を取り出し、ウエストの面ファスナーとバックルを留めてネッ
トに入れて洗ってください。面ファスナーを留めずに洗濯すると、他の部分の生地にひっかかったり、
糸くずやホコリが付着して接着力が弱くなることがあります。
●手洗いを推奨しています。30 度以下の水で必ず単独手洗いしてください。
（生地の損傷の原因と
なることがありますので、やさしく洗ってください。
）洗濯機使用の際は必ずネットに入れ、手洗
いコースまたはドライコースで洗濯してください。
●つけ置き洗いはしないでください。
●直射日光を避け、風通しの良い日陰で干してください。
●少しの汚れは濡れタオルなどで拭くか、または部分洗いするようにし、頻繁な洗濯機の使用は避
けてください。
●製品の損傷や変形を引き起こす可能性がありますので、ドラム洗濯機や乾燥機は使用しないでく
ださい。
●中性洗剤をお使いください。アルカリ性洗剤の場合、変色や色落ちすることがあります。
●移染の原因となることがありますので、蛍光剤や漂白剤を含むものは使用しないでください。
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製品について
お客さまからお寄せいただいたよくあるお問い合わせをまとめております。

よくあるご質問はコチラ
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