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・本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどを分かりやすくするため、実物とは多少異なる場合
　があります。
・本書の内容について、誤りや記載もれなどお気づきの点がありましたら、弊社お客様サポートセンターまで
　ご連絡ください。
・製品の品質向上のため予告なしに一部仕様変更する場合もありますのであしからずご了承ください。

〒542-0082 大阪市中央区島之内1-13-13
お客様サポートセンター  TEL 0120-415-814　携帯電話からご利用の場合（通話料お客様負担） TEL 0570-004-155

製造元： グレコ・チルドレンズプロダクツ インク
輸入販売元 (連絡先)： アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社

このたびはグレコベビーカーをお買い上げいただき、ありがとうございます。
ベビーカーをご使用になる前に、この取扱説明書（本書）をよくお読みの上、
正しく組立て、ご使用ください。
本書に記載されている以外の方法でご使用されると、製品の機能が充分発揮でき
ないだけでなく大変危険です。
本書をお読みになった後は、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。
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警告
この警告に従わないと、使用者が死亡または重傷を負うおそれがあります。

・ 今後のために取扱説明書を保管し
ておいてください。
・ 組み立ては必ず大人が行う。
・ お子さまを一人で放置しない。ベビ
ーカーに乗せている時は、お子さ
まから目を離さないでください。
・ 落下、または滑り落ちて重傷を負う
ことのないよう注意する。必ずシー
トベルトを着用させ、バックルをと
めたら、お子さまの体にぴったり合
うようベルトを調節してください。
・ 可動部でお子さまの指や手足を挟
んだり、ベビーカーが体に挟まるな
どしてけがをするおそれがあります。
開閉操作は、注意してください。ベ
ビーカーが完全に開き、ロックされ
ていることが確認されるまで、お子
さまをベビーカーに近づけないで
ください。
・ お子さまの首にベルトなどが巻き付
き窒息するおそれがあります。
お子さまの首の周りに紐のついた
ものを置いたり、ベビーカーに紐を
取り付けたり、紐のついたおもちゃ
などを取り付けたりしない。
・ 階段やエスカレーターでベビーカ
ーを使用しない。ベビーカーを操作
できなくなったり、お子さまが落下
するおそれがあります。段差のある
ところやカーブは特に気を付けてく
ださい。
・ ベビーカーは、通常の歩く速さで使
用すること。スケートあるいはジョ
ギングなどの際には使用しない。
・ 体重が22.7kg（50ポンド）を超える、
あるいは身長が114.3cm（45イン
チ）を超えるお子さまがフロントシ
ート、ベンチシートまたはスタンデ
ィングプラットフォームをご使用に
なられると、ベビーカーに過度の摩
耗が生じ、過度の応力が加わること
が考えられます。

・ 転倒の危険：ベンチシート、フロント
シートまたはスタンディングプラット
フォームに、取説に記載する総重量
を超える過度の荷重を加えないでく
ださい。
・ 転倒を避けるため、ペアレントトレ
イに、3ポンド（1.4kg）を超える荷物
を載せない。
・ 火傷を避けるため、ペアレントトレ
イに熱い液体を置かない。
・ 危険で、不安定な状態にならないよ
う、収納バスケット以外の所に荷物
を載せたり、ハンドルにつるしたり
しない。
・ 危険で、不安定な状態にならないよ
う、収納バスケットに10ポンド（
4.5kg）を超える物を入れない。収
納バスケットにお子さまを乗せな
い。
・ ベビーカーをおもちゃとして使用
させない。
・ ベビーカーが損傷または壊れた場
合、使用を止めてください。
・ 本体及び部品が入っているビニー
ル袋は、お子さまが中に入ったり、
被ったりしますと窒息をする危険
性があります。本体及び部品を取り
出した後は、直ちにお子さまの手
の届かない所へ保管するか、破棄
してください。
・ ベビーカーの組み立て時、またア
クセサリーの取り付け時には、お子
さまが手足を挟んだりするなどケ
ガのないように十分注意ください。
・ 弊社サービス員以外は分解、改造
をしないでください。
（但し、付属部品の取り外しを除く）
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警告
・ お子さまをスタンディングプラットフォームに後ろ向きに立たせない。
前向きに立たせる場合は、落下防止のため、お子さまにベビーカーフレー
ムの持ち手を必ず持たせてください。
・ お子さまがベンチシートに座る時は、シートベルトをし、ベビーカーのフレ
ームの持ち手を持たせてください。
・ 本製品は最大二人乗りです。ベビーカーの前側と後ろ側にはそれぞれ1人
ずつしか乗せないでください。

Classic Connect™と Click Connect™

警告
グレコチャイルドシートのベビーカーへの使用：

・ 本製品と併せて使用できるチャイルドシートは、
Graco®SnugRide®、 SnugRide®Click Connect™、 
SnugRide®Classic Connect™、INFANT SAFESEAT™
のみです。 

（AUTOBABY、LOGICO S、JUNIORBABYおよび
ASSURAチャイルドシートと併せて使用するよう設計
されていません。）このベビーカーを他のメーカーの
チャイルドシートと併せて不適切に使用すると、重傷
または死亡につながるおそれがあります。
・ このベビーカーにグレコのチャイルドシートを使用する場合、チャイルドシ
ートに添付された取扱説明書を読んでください。
・ Classic Connect™チャイルドシートを使用するには、チャイルドトレイをア
ームバーの前部に取り付けてください。
・ Click Connect™チャイルドシートを使用するには、アームバーの前部にある
チャイルドトレイを取り外してください。
・ ベビーカーにチャイルドシートを取り付けて使用する場合、チャイルドシー
トのシートベルトをお子さまに着用させてください。既にお子さまがチャイ
ルドシートに座っている場合、チャイルドシートのシートベルトで拘束して
いることを確認してください。

日本では本製品に対応するチャイルドシートはお取り扱いしておりません。  2-A　ルームフォーツー　使用位置
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このモデルは、以下に示す部品の一部を含んでいないことがあります。本製品
を組み立てる前に、
い。欠品や破損がある場合は、お客様サポートセンターまでご連絡ください。

工具は一切不要です。

＜以下の部品は全てのモデルに含まれています＞

＜モデルによっては、含まれておりません＞

ペアレントトレイ

アームバー付き
チャイルドトレイ

日除け 本体
ブレーキレバー

車軸ロッド

ハブアダプター ハブキャップ
ピン

後輪 前輪

 2-B　部品リスト  3-A　ベビーカーを開く

床が傷つかないように床を保護するものを敷いてください。

1. ベビーカーのロックを解除する。

2. ベビーカーのハンドルを持ち上げ
る。

（2×） （2×）
（2×）

（2×） （2×）

（2×）
肩ベルトカバー



3. カチッと音がなるまでベビーカー
を開き、ロックされていることを確
認する。

4. カチッと音がなるまでプラットフォ
ームを押し下げ、ロックされている
ことを確認する。

カチッ

5. ベビーカーをひっくり返して、3つの
プラスチックタブ全てが後車輪軸
にかかっていることを確認する。
タブがかかっていない場合は、4の
手順からやり直してください。

カチッ

08 09
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 3-B　後輪

カチッ

1. ブレーキレバーをベビーカーの後
方に向けて後輪フレームに取付け
る。

2. ブレーキレバーを、止まるところま
で押し下げる。

3. 車軸ロッドを車軸開口部へ通す。

うこと。

4. ハブアダプターを車輪に取り付け
る。

5. ハブアダプターが内側になるよう
に、車輪を車軸に取り付ける。

11

（2×）
（2×）
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7. ハブキャップをカチッと音がするま
でピンにかぶせる。
反対側も4から7（後輪）の手順を繰
り返す。

6. ピンの真っ直ぐな部分を車軸穴へ
押し込む。左図のように、ピンの曲
がった端部が表に出ていることを
確認する。

1. 前輪をカチッと音がするまでキャ
スター軸に差し込む。

2. 車輪を引っ張って、車輪がしっかり
と取り付けられていることを確認す
る。

カチッカチッ

 3-C　前輪

（2×）

（2×）

（2×）
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・ 必ずお子さまにシートベルトを着用させてください。
・ チャイルドトレイまたはアームバーは、拘束具ではありません。
・ チャイルドトレイやアームバーを持ってベビーカーを持ち上げないでくださ
い。

・ お子さまをベビーカーに乗せている時には、お子さまの指などをはさまな
いように注意してチャイルドトレイまたはアームバーを閉じてください。

カチッ

1. アームバー付きチャイルドトレイを
取り付ける：
本体側ボタンとアームバー側差し
込口の溝の向きを合わせて、カチッ
とはまるまで本体に差し込む。

カチッ

2. 下向きに回して閉じる。

3. アームバー下部のタブを引き寄せ、
持ち上げて開く。

 3-D　アームバー付きチャイルドトレイ

警告 
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 3-E　ペアレントトレイチャイルドトレイの取り外し、取り付け

1. チャイルドトレイを取り外すには、
トレイの内側にあるタブを押し、持
ち上げてアームバーから取り外す。

2. チャイルドトレイを取り付けるには、
トレイをアームバーの位置に合わ
せてから、アームバーに押し込む。

1. トレイをスロットに差し込む。

2. ペアレントトレイが、フレームの両
側の突起にしっかりとはまっている
ことを確認する。
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 3-F　日除け

警告 
落下の危険：必ずシートベルトを着用させてください。

5点式シートベルト1. 日除けを、ベビーカーの両側の日
除けマウントへ差し込む。

2. 調節する。

1. 開く時はバックルのボタンを押し
て、腰ベルトを外す。

2. 閉じる時は、肩ベルトコネクタを腰
ベルトに取り付けて、バックルへは
め込む。

 4-A　お子さまを拘束する
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お子さまが後部のベンチシートに座る際のシートベルトの使用方法は、次ペ
ージの4から6の手順を確認ください。

3点式バックル
3. 肩および腰のスライドアジャスタ
ーを使用して、しっかりと締めつけ
る。肩ベルト通し穴を変更するに
は、23ページを参照のこと。

1. 開く時は、バックルのボタンを押し
て腰ベルトを外す。

2. 肩ベルトコネクタを腰ベルトから
外す。

3. 肩ベルトをベビーカーから取り外
す。
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肩ベルトの位置の調整
4. 腰ベルトをベルトバックルに取り
付ける。

5. 腰のスライドアジャスターを使って
しっかりと締めつける。

6. 開く時は、バックルのボタンを押し
て腰ベルトを外す。

肩ベルトアンカー－大きいお子さま用

肩ベルトアンカー－小さいお子さま用

スライドアジャスター

1. お子さまの肩の高さに最も近いベ
ルト通し穴にどちらかの肩ベルトア
ンカーをひねって差し込む。
スライドアジャスターを使ってしっ
かりと締めつける。
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 4-B　フロントシートを倒す

ベビーカーのシートをリクライニングする際、お子さまの頭や腕および脚が
ベビーカーのフレームに当たったり、挟まれたりしないよう注意してください。

警告 
必ず両方のブレーキをかける。ベビーカーを押して、ブレーキがかかっている
ことを確認してください。

カチッ

カチッ

1. レバーを引き上げて倒す。

2. レバーを引き上げて起こす。

警告 

1. ブレーキをロックする。

2. ブレーキのロックを解除する。

 4-C　ブレーキ
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芝生、石畳や砂利道などの凹凸した路面でベビーカーをまっすぐ押せないと
きはキャスターをロックすると押しやすくなります。

警告 
日本では本製品に対応するチャイルドシートはお取り扱いしておりません。

カチッ
本製品と併せて使用できるチャイルドシートは、
Graco®SnugRide®、 SnugRide®Click Connect™、 
SnugRide®Classic Connect™、INFANT SAFESEAT™
のみです。 

（AUTOBABY、LOGICO S、JUNIORBABYおよび
ASSURAチャイルドシートと併せて使用するよう設計
されていません。）このベビーカーを他のメーカーの
チャイルドシートと併せて不適切に使用すると、重傷
または死亡につながるおそれがあります。
本製品と組み合わせて使用する前に、グレコのチャ
イルドシートの取扱説明書を読んでください。

ベビーカーにチャイルドシートを取り付けて使用する場合、チャイルドシート
のシートベルトをお子さまに着用させてください。既にお子さまがチャイルド
シートに座っている場合、チャイルドシートのシートベルトで拘束していること
を確認してください。

1. ロックをかけるには、手で押し上げ
る。

2. ロックを解除するには、手で押し下
げる。

カチッ

カチッ

 4-D　前輪キャスター  4-E　グレコチャイルドシートを取り付ける
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1. (a)シートの背もたれを最も起こし
た状態にする。

(b)まだ取り付けられていない場合、
チャイルドトレイをアームバーに
取り付ける。

2. 取り付けノッチをトレイの上に持っ
てきて、取り付けラッチがトレイに
はまるまでチャイルドシートを押し
込む。

3. 取り付けラッチがトレイにはまるま
でチャイルドシートを押し込む。

カチッ
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4. ベビーカーの腰ベルトを、チャイル
ドシート両側の車両シートベルト
フックへと通す。
チャイルドシートを引っ張ってしっ
かりと取り付けられていることを確
認する。

5. 車両シートベルトフックからチャイ
ルドシート腰ベルトを取り外し、チ
ャイルドシート背面にあるリリース
ハンドルを強く押して、チャイルド
シートをベビーカーから持ち上げ
て取り外す。

1. (a)シートの背もたれを最も起こし
た状態にする。

(b)チャイルドトレイがアームバーか
ら取り外されていることを確認す
る。

2. チャイルドシートのラッチの位置を
ベビーカーのClick Connect™マウ
ントに合わせる。
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カチッ

3. チャイルドシートをベビーカーに差
し込み、ラッチが Click Connect™ 
マウントにはまるまで、チャイルド
シートを押し込む。

4. チャイルドシートを引っ張って、しっ
かりと取り付けられていることを確
認する。

5. チャイルドシートの取り外し：チャイ
ルドシート背面のリリースハンドル
を強く押して、チャイルドシートを
ベビーカーから持ち上げて取り外
す。
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 4-F　ベビーカーを折りたたむ

カチッ

1.  ベビーカーを折りたたむ前に:

(a)使用していれば、チャイルドシー
トを取り外す。

(b)シートの背もたれを元の直立位
置に戻す。

(c)ブレーキをロックする。
(d)日除けを閉じる。

2. 日除けを前方に倒す。

3. （a）親指でハンドルのボタンを押し、
（b）ハンドルを前方に回し、（c）ハン
ドルをベビーカーの前方へ倒す。
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4. 日除けをハンドルにかぶせる。
 5-A　お手入れとメンテナンス

・ シートカバーを洗濯するには、シートパッドの取扱い表示ラベルの洗濯指示
を参照する。漂白剤は使用しない。

・ フレームに付いたホコリなどは、そのまま放置しないで拭き取ってください。
拭き取りにはよく絞ったぬれタオルを使用してください。

・ 定期的にベビーカーを点検し、ボルトのゆるみ、部品の破損、破れやほつれ
がないかを確認してください。お取り替えが必要と判断された場合は、ご使
用を中止し、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。（P38
参照）

・ 日照または熱に過度にさらされると、部品が色あせる、またはゆがむおそれ
があります。

・ ベビーカーが濡れたら、日除けを開けて、完全に乾燥させてください。
・ 車輪がきしんだら、シリコン滑走剤、または潤滑油を使用する。
右図のように、オイルは車軸および車輪に差す。

・ 海岸でベビーカーを使用したら、後でベビーカーを完全に掃
除して、フレームおよび車輪アッセンブリから砂および塩分を
取り除く。
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・ 同梱されている製品登録カード（ Registration card）は、使用しないでくだ
さい。製品に関するお問い合わせはお客様サポートセンター（下記）で承り
ます。

・ 本製品の保証については、本書の保証書内容をご確認いただき、ご不明な点
があれば下記までお問い合わせください。

〈電話連絡先〉

TEL 0570-004-155
TEL  0120－415－814

アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社

お客様サポートセンター
携帯電話からご利用の場合（通話料お客様負担）

受付時間：AM10：00～PM5：00（土、日、祝日、弊社所定休日を除く）

アフターサービスについての連絡先


