取扱説明書

各部名称
ヒップシートキャリア

ヒップシート
チェストストラップ

パッド入り
肩ストラップ
ヘッドレスト

取外し可能
スリーピング
フード

幅広な
マジックテープ

使用説明

整理用
ゴムバンド

環境にやさしいベビーアイテム

ORGA ヒップシート

滑り止め
パッド
リバーシブル
フロントカバー
フェイルセーフベ ルト

フェイルセーフ
D リング

ポグネー
ロゴラベル

ポ グ ネ ー で は、オ ー ガ ニック・テ キスタイル の 世 界 基 準

Duraﬂex®
ウエストバックル

ダブルポケット

GOTS(Global Organic Textile Standard) と OE(Organic
Exchange 100 Standard ) の認証を取得した最上級のオーガ
ニックコットンを使用しています。

ベビーベ ルト

③
①

３年間農薬や化学肥料を使用していない健康な有機性土壌で、環境にやさしい堆肥（有機物を微生物によって完

②
④

全に分解した肥料）によって育てられたコットンをオーガニックコットンとし、これを生地にする製造工程で人体に有
害な化学薬品を使用せずに作られたものがオーガニックコットン生地とされています。吸水性が良くソフトな肌触り
で、アトピーやアレルギーがある赤ちゃんにもやさしい素材です。

①スナップボタン
②ストラップ

③ポグネーロゴラベル
④メッシュパッド
⑤アジャスター

⑥

⑤

⑥アジャスターカバー

⑦カバースナップボタン
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⑦
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ヒップシートキャリア 着用方法

1. ヒップシートを背中側にして、
ずれないようマジックテープを
きっちり重ねて留めます。

2. バックル、ウエストストラッ
プの順に締め、ピッタリフィッ
トさせます。

3. ヒップシートを正面にまわし、
ベビーベ ルトの右側を外してお
きます。

ベビー ベ ルト着用方法

4. お子様をしっかりと両手で支
え、ヒップシートの上に座らせ
るように乗せます。

1. 装着時、右側だけボタンを外
しておきます。
ベビーベ ルトのストラップは最
長の長さにしておくと後に調整
しやすいです。

2. ベ ルトの端を左手で持って、
右手をママとお子様の体の間に
通します。

3. そのまま右手で受け取り、右
に引きます。

4. ボタンをとめ、ストラップを
引っ張って長さを調整します。

ファスナー接 続 時の注 意事 項
5. 落下しないようしっかり支え
ながら肩ストラップを着用しま
す。

6. 両肩ストラップが同じ位置に
くるよう調節します。

7. チェストバックルを留めます。
ベビーベルトを装着します。
※ベビーベ ルトのつけ方は別途
参照

8. お子様が正しい位置に座って
いるか確認し、余った肩ベ ルト
の端を矢印の方へ引っ張り調整
します。

ヒップシートのみ単独で使用する場合は、ウエストベルトは腰のくびれた位置にタイトに着用してください。
ウエストベ ルトを腰のくびれた位置に着用した後、骨盤に向かって少し下げてください

着用方法 ( おんぶ )

1. お子様を抱っこします。
※ベビーベ ルト、チェストバッ
クルを必ず留めます。胸ストラッ
プ、肩ストラップは少し緩めて
おきます。

2. 左手を肩ストラップの上から
抜きます。
( 肩ストラップが脇の下にくる
ようにします )

5. お子様が体の横に来たら、少
し前かがみになってキャリアが
正面になるように回します。
( 右手で胸ストラップを引っ張
りながらすると回しやすいです )

6. 右手を肩ストラップに通しま
す。
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1. ヒップシ ートとベ ビーキャリアのファス
ナーを接続して、最後まできっちり閉めます。

3. 右手は肩ストラップの下へ通
して抜きます。
( 肩ストラップが肩の上にくる
ようにします )
※肩ショルダーが左は脇に挟む
ように、右は肩の上に乗ってい
る状態になります。

4. 左手でお子様をしっかりと支
えながら、左側にゆっくりと回
します。

7. 左のストラップを肩にかけま
す。

8. 肩ストラップ、胸ストラップ
を調整します。

4. キャリア上部についている接続ストラップ
をヒップシートの D リングに通してボタンを
留めてください。

2. 写真のようにファスナーのつまみを右方向
にしておくと、自動でロックが掛かりファス
ナーが開きません。

3. ファスナー部分を安全カバーで完全に覆い
ます。

5. 必ず写真のようにファスナーと接続スト
ラップの両方を接続してお使いください。
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使用例

注意事項
使用上の注意事項
・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。
・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。
・キャリア上部に接続せずヒップシートのみで使用する際は、腰のくびれた位置で着用するとより安定します。
・ヒップシートとキャリア上部を接続して使用する際は、ヒップシートを腰の位置で着用します。腰ベ ルトを緩めて着用すると

対面抱っこ

前向き抱っこ

おんぶ

対面抱っこ

対面抱っこ
( スリーピングフード使用 )

前向き抱っこ

腰や背中に負担が掛かりますので、できる限りタイトにフィットさせてください。
・着用時はヒップシートを腰の後ろにし、前方でマジックテープをとめるようにすると、タイトに着用することができます。

ヒップシート
使用時

ヒップシートキャリア
使用時

1. 家の中でお子様を頻繁に
抱っこする時

1. ママが両手を自由に使いたい時

・着用時また保管時も、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。
・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着用したり、補助してもらいながらご使用ください。

2. お子様をおんぶする時

2. お子様がぐずる時や
げっぷをさせる時

洗濯時の注意事項

3. お子様を前向きに抱っこする時
4. 長時間外出する時

3. お子様を寝かせる時

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。

4. 腱鞘炎などで手首が痛い時

・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

5. 素早く装着して抱っこ
したい時

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

6. 近くにお出かけする時

洗ってください。
マジックテープを止めずに洗濯すると、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 )

月齢別 推奨使用方法
首がすわる前
0 ヶ月 (3.5 kg)
0 ヶ月

首すわり
3 〜 4 ヶ月 (6 kg)
3 ヶ月

・長時間水に浸しておかないでください。

ひとり座り
6 〜 7ヶ月 (7.5 〜 8 kg)
6 ヶ月

・おんぶ
・前向き抱っこ

・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。

12 ヶ月

・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。

36 ヶ月

※首がすわるまでは必ず

ヒップシートキャリア

( 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 )

たっち・ひとり歩き
12ヶ月頃から(9.5 kg 〜 )

・直射日光を避け、風通しの良い日陰で干してください。
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

新生児インサート ( 別売 ) を使用

さい。

HIPSEAT CARRIER
・対面抱っこ

・前向き抱っこ

ヒップシート

・対面抱っこ

HIPSEAT
・横抱っこ

※ヒップシート単体の対面抱っこは首がすわってから使用。
※前向き抱っこ・おんぶは腰がしっかりすわってから使用。

※お子様の発育状態に応じて、使用時期には個人差があります。
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製造社
POGNAE Co.,Ltd.
MADE IN KOREA
販売元
株式会社 T&G インターナショナル
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 4-10-28 第一飯沼ビル 3F
TEL 06-6121-6923( 平日：10 時〜 17 時 )
www.pognae.jp
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