
HOW TO USE ORGAPLUS HIPSEAT CARRIER

取扱説明書

注
意

・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。

・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。



ポグネー オルガプラスは、抱っこ紐、ヒップシートキャリアの

2 つの機能が一つに合わさった TWO IN ONE キャリアです。

これからご出産を迎えるご家庭にピッタリの商品です。
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❶お受け取り後、商品の構成を確認してください。 安全上の注意

SGマーク制度とは

❷各部を確認してください。

❸バックルを確認してください。

❹ファスナーを確認してください。

▶不足品はないですか？全て揃っていますか？

ご使用前に必ずお読みください！
※お子様の安全の為にも、下記事項を必ずご一読ください。 SGマーク制度について

▶縫製等、異常はないですか？

▶きちんと結合されていますか？
　 すべてのバックルを一度外し、再度セットして異常がないか確認してください。

▶ファスナーに不備はありませんか？
　 ご使用前に必ず、ファスナーを一度開けて頂き、根元までぐっと奥に差し込み『噛み合っている
　 か』をご確認ください。その後最後まで閉め、ロックを掛けてください。

※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※

・ご使用前にバックルや縫製等、異常がないかご確認ください。バックル等の調整・固定具や
縫製等、破損がないかなど随時確認・点検してからご使用ください。

・お子様の落下防止のためベビーベルト（安全ベルト）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ることをご確認ください。
・お子様を抱っこやおんぶしている時に腰ベルトを先に緩めると、お子様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。
・ヒップシート装着位置は使用者の体型により異なります。身体に適した位置で調整してください。
・装着時はヒップシート部分をうしろに回し、前方でマジックテープをとめるようにすると、

タイトに装着することができます。
・装着後も各ベルトの緩みがないかを確認してください。
・万が一に備えて、常にお子様の体に手を添えてご使用ください。
・使用に慣れていない間はクッション性のある場所で装着したり、補助してもらいながらご使用

ください。
・装着時また保管時も、マジックテープをきちんと合わせてください。ベルト部分に触れると

糸くずが生じる原因になります。
・事故につながる恐れがあるため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。

・ 警告 や 注意 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。

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。

※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。 
※月齢は目安です。個人差がありますのでお子様の成長に合わせてご使用ください。

ロックがかかっていない
可能性があります。最後
まで閉めたら引き手を倒
してパチンと音がするま
で押します。

奥まで差し込めておら
ず、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、上下に引っ張りもう
一度開かないか確認し
てください。

故障の可能性があります。
直ちに使用を中止し、修理後ご使用ください。

故障の可能性があります。
直ちに使用を中止し、修理後ご使用ください。

ファスナーが開いてしまう場合

上記４つのいずれか一つでも異常があった場合は絶対に使用せず、
直ちにカスタマーセンターへ連絡してください。

引き手の方からではなく、
根元や中間から開いてくる 引き手の方から開いてくる

ロックをかけても開いてくる上記方法を実行しても何度も開いてしまう

対面抱っこ（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
※ただし、ポグネー新生児インサート（別売り）を併せてご使用の場合、対面抱っこは生後１カ月から

前向き抱っこ（タテ抱っこ） 腰がすわった7カ月から、24カ月（体重13kg）まで

おんぶ 腰がすわった7カ月から、36カ月（体重15kg）まで

根元から開く

中間から開く
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各部について・使用方法

名称 月齢別推奨使用方法

付属品装着方法

ヒップシート
キャリア

・
抱っこ紐

首がすわっていない 首すわり ひとり座り

0 カ月 1 カ月 首すわり4カ月
（6kg）

ひとり座り7カ月
（7.5kg）

24カ月
（13kg）

36カ月
（15kg）

対面抱っこ

SG対象

前向き抱っこ

SG対象

おんぶ

SG対象

※インサートを使用すれば
　1カ月からSG対象になります。

※月齢及び体重は目安です。個人差がありますのでお子様の成長に合わせてご使用ください。

〈落下防止ベビーベルト〉

〈よだれパッド〉 【よだれパッド】 【ヘッドレストカバー】 【スリーピングフード】

〈スリーピングフード〉

メッシュフード

❶スナップボタン
❷ストラップ
❸ポグネーロゴラベル
❹メッシュバンド コットンフード

〈ヘッドレストカバー〉

❺アジャスターカバー
❻アジャスター
❼カバースナップボタン

ヒップシートキャリア 抱っこ紐

肩ベルト

胸バックル 胸バックル

ヘッドレスト

フロントカバー

足の擦れ防止

二重ファスナー

腰ベルト

サイドポケット

サイド
ポケット

ヒップシート

メッシュ背もたれ

サイレント
ファスナー

サイレント
ファスナー

❶ POGNAE のマークが上にくる
ように、肩ベルトによだれパッ
ドを巻き付けます。

❶ キャリアの内側が見えるよう
に広げ、その上からヘッドレス
トカバーを置き中心のスナップ
ボタンを留めます。

❶フードの下部にあるスナップボ
タンをヘッドレストに留めます。

❷ヘッドレストを折り返し、ゴムのつ
いたスナップボタンを留めます。

❷フード上部のストラップのボタン
を肩ベルトに留めます。

※ストラッ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。

❷ ボタンを上から順番に留めます。

SG
対象外

※首がすわるまでは
　必ず新生児インサート
　（別売）を使用。
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安心・安全にお使いいただくために

ファスナーの確認 ※必ずP04をご確認ください。

サイレントファスナー〈取り外し専用〉

腰ベルト調整方法（細身の方）

肩ベルト・胸ストラップ落下防止ベビーベルト

余ったベルトの畳み方

腰ベルト 装着位置

〇 ×

腰ベルトは横から見たときに水平になるように装着
してください。前下がりになる場合は、床と平行に
なるよう装着し直し、背中側のベルトをぐっと下げ
て調節してください。

1.サイレントファスナーは外す時のみ使用！

2. 腰ベルトを装着の際は、バックル、ウェビングテープを必ず留める！

ウェビングテープを留めて使用した場合 ウェビングテープを留めずに使用した場合

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、
装着が楽な位置は個人差がありますので、ご自身が
楽な位置で装着ください。

注意

注意

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
しますと、故障の原因となります。装着時はマジックテープで緩みのないようお締めください。

腰ベルトはマジックテープでずれないようにきちんと重ねて留め、その上からバックル、ウェビングテー
プを引っ張ってしっかりと締めてください。この時、ウェビングテープ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。

❶ 根本がきちんと噛み合っている
か確認し、ファスナーを端まで
締めます。

※通常の使い方です。

❶ 装着の前にベビーベルトのボタ
ンを片方外しておきます。

アジャスターを上にあげ、ストラップを引っ張ると緩くなります。

肩ベルト 胸ストラップ

❷ アジャスターを上にあげ、スト
ラップを緩めておくと装着しや
すいです。

❷引手を右に折り返し、パチンと音
がするようにロックをかけます。

❶ ベルトを中心に折ってマジック
テープを留めます。

❸ 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
いてこないかどうか確認します。

❷より、フィットするようになり
ます。

❷ ストラッピング
バンドで留める
と完成です。

❶ 余った部分をくる
くると巻きます。

サイズ調節後、
余ったストラップ。

〇 ×
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注意 注意

ORGAPLUS 接続方法

抱っこ紐使用時のファスナー接続方法 ヒップシートキャリア使用時のファスナー接続方法

抱っこ紐 ヒップシートキャリア

ファスナー接続方法の
動画はコチラ

ファスナー接続方法の
動画はコチラ

❶キャリア上部のファスナー
と 腰 ベ ルト のファス

ナー を接続します。

❶ファスナー とファスナー を接続します。
❷ファスナー とファスナー を接続すれば完了です。

❶ファスナー とファスナー を接続します。
❷ファスナー とファスナー を接続すれば完了です。

キャリア上部 キャリア上部

抱っこ紐用 腰ベルト

ヒップシート用 腰ベルト

❶キャリア上部のファスナー
とヒップシート用腰ベ

ルトのファスナー を接
続します。

❷最後までしっかりと締め
ます。

❷最後までしっかりと締め
ます。

❺最後までしっかりと締め
ます。

❸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。

※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、P04を必ず読んでください。

※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、P04を必ず読んでください。

❹ファスナー と を接
続します。

❺ファスナー とファスナー
を最後までしっかり

と締めます。

❹ヒップシートの前面にある
ファスナーカバーを上げる
と、隠れているファスナー

が確認できます。

❻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。

❻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。

ファスナーの接続は、お子様の安全の
ため、必ず 両方を結合させてく
ださい。

ファスナーの接続は、お子様の安全の
ため、必ず 両方を結合させてく
ださい。
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ORGAPLUS 装着方法

装着方法の
動画はコチラ

【ヒップシートキャリア】 【抱っこ紐】

装着位置や細身の方は前ページ（P08）をご覧ください。

❶ 装着位置を決める

❸正面に回す

❷バックル、ウェビングテープを留める

❹お子様を乗せる

❼ベビーベルトを留める

❿お子様を正しい位置に
座らせる

⓫肩ベルトを調節する

〈対面抱っこ〉 〈前向き抱っこ〉

❺肩ベルトを装着する

❽ボタンを留める

❻胸バックルを留める

❾長さの調節

完成

マジックテープ側を前にして、
ずれないようにマジックテー
プをきちんと重ねて留めます。

ヒップシート ( 抱っこ紐 ) を正面に回
します。背中側のベルトをぐっと下
げ、ウエストベルトが床と平行につ
けられているか確認します。

※マジックテープは緩みのないように
留め、ご自身の体にぴったりフィッ
トさせてください。

バックルを留め、ウェビングテープを引っ
張ってしっかりと締めてください。締め方
が緩いとお子様を乗せた際に負担が大き
くなる可能性があります。

お子様をしっかりと両手で支え、
ご自身の体にもたれかけさせるよ
うにして乗せます。
※前向き抱っこの場合は、お子様を前向

きに乗せてください。

最初に外しておいたベルトの端を
持ち、お子様とご自身の間を通し
ます。

お子様のお尻の下に手
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。

肩ベルトのストラップ
を矢印の方へ引っ張り、
調節します。
※余ったベルトの畳み方につき

ましては、P08をご覧ください。

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。ベビー
ベルトは片方だけボタンを外
しておきます。

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。

胸バックルを留め、スト
ラップを引っ張り長さを
調節します。

ベビーベルトのストラッ
プを引っ張り長さを調節
します。

※お子様の手や足、姿勢等が正しい位置か確認してください。

〇 ×

対面抱っこ・前向き抱っこ

【ヒップシートキャリア】 【抱っこ紐】
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警告 警告

お子様が開口部か
ら落下する恐れが
ありますので、脱
着時には特に注意
してください。

お子様が 4 カ月未満の場合は、必ず新生児インサートを
使用してください。

対象年齢

ORGAPLUS 装着方法 インサート装着方法

おんぶ

注意事項

❶お子様を抱っこする

❹左側に腰ベルトを回す

❼右手を通す

❷左手を抜く

❺キャリアを正面に回す

❽ベルトを締めて完成

❸右手を抜く

❻左の肩ベルトをかける

お子様と対面抱っこ（P12・13 参
考）をします。ベビーベルト、胸バッ
クルを必ず留め、胸ストラップ肩
ベルトは緩めておきます。

左手でお子様をしっかりと支え
ながら腰ベルトを持って左側に
ゆっくりと回します。

右手を肩ベルトに通します。

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）

お子様が体の横にきたら、少
し前かがみになり、右手で胸
ストラップを持ってキャリア
が正面になるように回します。

胸ストラップ、肩ベルト
を調節します。

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）

❶ 平 ら な 面 を下 にし、
クッションの向きを確
認します。

❺ 腰 ベ ルトを装 着し、
お子様を台座の上に
のせます。

❾肩ベルトの長さを調整
します。

❷ お 子 様 を寝 かせ て、
お尻の位置を合わせ
ます。

❻キャリア上部ごと支えな
がら肩ベルトに腕を通
し胸バックルつけます。

❿完成です。

新生児（1カ月）から、
首がしっかりすわる4カ月まで

インサート装着の
動画はコチラ

❸ 安全ストラップのボタ
ンをとめます。

❼ベビーベルトをお子様
とご自身の間に通し、
ボタンを留めます。

※装着方法について※　必ず、ポグネー新生児インサートの取扱説明書をお読みのうえ、使用してください。

❹お子様の足が自然に出
ている状態にします。

❽ ベビーベ ルトのスト
ラップを引っ張り、長さ
の調整をします。

左のベルトを肩にかけ
ます。

※抱っこ紐に乗せ装着した際、お子様が大きくて足が出る場合は、ご自
身のお腹の両サイドに沿わせるように軽く出してあげてご使用くださ
いませ。

※生後 1 カ月から、4 カ月のお子様に使用された場合、SG マーク制度の対象となります。 
※生後 0 カ月から、1 カ月未満のお子様に使用された場合、SG マーク制度の対象外となります。
※ポグネーヒップシートキャリアに他社製品の新生児インサートはご使用いただけません。
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足幅調節機能について

スタイル別使用例

抱っこ紐スタイルヒップシートキャリアスタイル

使用スタイルクッションシートの有無

シート幅調節方法

ノーマルポジション ワイドポジション

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。

前向き抱っこ

ORGAPLUS のクッションシートとはベビーが座るお尻のシートのこと。ヒップシートキャリア使用時、
折り畳んだクッションシートが台座の上に来ます。その為、上記右側の画像のように、シリコンシートは

見えないという違いがあります。ORGAPLUS はよりベビーのお尻にやさしい作りになっています。
※シリコンシートが見えない状態でもキャリア上部によって、しっかりとお子様を支えることができます。

前向き抱っこ

※ヒップシート
キャリア使用
時は該当しま
せん。対面抱っこ 対面抱っこおんぶ おんぶ

抱っこ紐使用時ヒップシートキャリア使用時  抱っこ紐使用時

❶シートを広げた状態でロゴカバーのマジッ
クテープを剥がします。

❸ もう一方も同様に畳んで、スナップボタン
で固定します。

❷ 一方を写真のように縫い目に沿って畳みます。

抱っこ紐を嫌がったり、
密着抱っこを拒む時

密着すると暑い時

長時間の
お出かけ時

前向き抱っこを
する時
※抱っこ紐でも可能

新生児の間
※インサート使用時

おんぶする時
※ヒップシートキャリアでも
　使用可能

密着度を高め、
スキンシップを
とりたい時

荷物を少なくした
い時、コンパクトに
まとめたい時

❹ロゴカバーを下ろして、マジックテープを留
めます。

❶ ❶

❷ ❷

❸
❸

❹
❹

ORGA ORGAPLUS クッション
シート
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使用上の注意 お手入れ方法

警告

注意

表示 表示の内容

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。

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。

・おんぶや抱っこの場合、大きく前屈み（約 45 度を超えて）しないでください。お子様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、お子様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。

・正しく調整し、固定箇所を確実に締めていないと、お子様が落下する可能性がありますのでご注意ください。

・使用の際には、製品のほつれ、傷、やぶれ、バックル等の部品の破損がないことを確認してください。異常がある
状態で使用すると、事故につながるおそれがあります。

・ 警告 や 注意 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。

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。

ORGANIC COTTON 100％

無地：ORGANIC COTTON 100％

柄地：COTTON 100％

コットンフード：ORGANIC COTTON 100％

メッシュフード：POLYESTER 100％

充填材：EPP 100％

品質表示

洗濯時の注意事項・首がすわる４カ月頃まではポグネー新生児インサート（別売り）を併せて使用の上、対面抱っこにて装着
してください。

・お子様を使用者の身体に強く縛り付けずに、お子様の頭部を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様は生後１カ月でも使用をお控えください。
・お子様の状態に注意しながら使用してください。
・気道をふさぐことがないよう注意してください。

・バックルの開口部にお子様が指などを入れないように注意してください。すき間に指が入って抜けなくなっ
たり、ケガをする恐れがあります。製品を使用しないときは、バックルをとめた状態で保管してください。

・使用前にバックル等の固定部が確実にとめられていることを確認してください。
　特に、背中のバックルについては、必ず確認してください。
・1 箇所でも破損等してうまく固定できない箇所がある場合は、使用しないでください。
・装着後も緩みがないかを確認してください。
・抱っこの際、お子様の頭で前方の視界がさまた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 分以内は消化吸収を助けるため、お腹を圧迫することがあるので使用はしないでください。
・連続 2 時間以上の使用はしないでください。お子様、使用者が体調を損なうおそれがあります。
・使用者の体調がすぐれない時や、痛みや不快を感じたときは使用をお控えください。
・料理、家事等での使用は、事故につながる恐れがあります。
・ヒップシートキャリアを使用しながらの自転車の利用はお控えください。

・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 EPP（発泡ポリプロピレン）型を取り出し、ウエストのマジックテープとバックルを留めてネット
に入れて洗ってください。マジックテープをとめずに洗濯すると、バイアス部分に傷ができ、糸くずが生じてしまいます。

・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ございますので、やさしく洗ってく
ださい）

・長時間水に浸しておかないでください。（収縮や色移りの原因となり、生地が傷む場合がございます）
・手洗い推奨。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。
・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。
・ドラム洗濯機や乾燥機による乾燥は、製品の損傷や変形を引き起こす可能性がありますので、自然な状態で乾燥さ

せてください。
・ベビー用品専用洗剤でもアルカリ成分が含まれる場合、変色や色落ちの原因となることがありますので、中性洗剤を

お使いください。
・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。

警
告

注
意

着脱の注意

落下の危険性

点検について

品質及び洗濯方法について

窒息の危険性

お子様が開口部から落下する恐れがあります。

生後４カ月未満の乳児は使用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。

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。
おんぶするときは特に注意してください。

本体 よだれパッド・
ヘッドレストカバー
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