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取扱説明書／保証書

重要

ご使用の前に取扱説明書
（本書）
をよくお読いただき、
将来のご使用のために
必ず保管してください。
本書に記載されている以外の方法で使用しないでください。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。
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警告
本製品は、EN 1888-1：2018
ます。

に準拠してい

・思わぬ事故につながるおそれがありますの
で、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読
みいただき、正しくご使用ください。
・これらの指示に従わない場合、お子さまの安
全に影響が及ぶ可能性があります。

・お子さまを乗せる時や降ろす時は必ずストッ
パーをロックし、ベビーカーが動かないこと
を確認してください。

・ベビーカーを使い慣れていない人（例：祖父
母など）がご使用される場合は、ベビーカー
の操作方法を伝えてください。

・必ず定期的に点検、メンテナンス、清掃、洗
浄を行ってください。

・ストッパーをかけていても、道路や電車の近
くでベビーカーを離さないでください。車や
列車が通過する風によって、ベビーカーが動
く場合があります。

・弊社が正規に認めた付属品(レインカバー) 以
外は取り付けないでください。
（日本では本製品に対応するClickConnectイン
ファントカーシートはお取り扱いしておりません）

・この製品は生後1カ月頃からご使用いただけ
る、体重15kg以下（36カ月頃まで）のお子さ
ま1人用ベビーカーです。

・ハンドルや背もたれ背面、ベビーカー側面に
つるしたりしないでください。ベビーカーが
転倒するおそれがあります。

・体重15 kgを超えたお子さまを乗せて使用し
ない。ベビーカーに過度の摩耗が生じ、過度
の応力が加わるおそれがあります。
・お子さまを一人で放置しないでください。

・本製品は、ベビーベッドの代わりにはなりま
せん。お子さまが長時間眠る場合には、ベ
ビーベッドをご使用ください。

・ご使用前に、すべてのロック装置がかかって
いることを確認してください。

・弊社が正規に認めたもの以外の部品は使用
しないでください。

・開閉操作は、お子さまが接触した状態や近く
にいる時には行わないでください。可動部で
お子さまの指や手足を挟んだり、ベビーカー
が身体にぶつかるなどしてけがをするおそれ
があります。

・過度な荷重をかけたり、無理な折りたたみを
したり、弊社の認めていない付属品を使用し
たりしないでください。ベビーカーが破損す
るおそれがあります。
・買い物袋をハンドルに掛けたり、ベビーカー
に乗せたりしないでください。

・お子さまの遊び道具として使用しないでくだ
さい。

・カゴに重量4.5kg以上の荷物を入れないでください。
・シートベルト（肩ベルト、腰ベルト、股ベル
ト）を外して使用しないでください。

・火の近くに置いたり、炎天下で高温になる車
中に放置しないでください。プラスチック部
品やタイヤが変形するおそれがあります。

・ご使用前に、ベビーカー本体と日除け、アーム
バー、前輪、後輪が正しく取り付けられてい
ることを確認してください。

・可動部品には、適時注油してください。注油
にはシリコン滑走剤をご使用ください。

・ベビーカーは通常の歩く速さで使 用し、ス
ケートあるいはジョギングなどの際には使用
しないでください。

・各種安全装置を点検し、正しくお使いくださ
い。長 期間ご使 用されていなかったベビー
カーを再度ご使用になる場合には、点検を
行った上、異常を感じた場合は、お客様サ
ポートセンターまでお問い合わせください。
（P13参照）

・1カ月頃から首がすわるまで（月齢の目安：4
カ月頃）は、リクライニングを一番倒した状
態で使用してください。

1

お手入れとメンテナンス

警告

・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。
・ベビーカーを海辺などで使用した際は、本体を
きれいにし、フレームと車輪から砂や塩分を取
り除いてください。

・階段やエスカレーターなど大きな段差のあ
るところでは、お子さまを降ろし、ベビー
カーを折りたたんで運んでください。

・破損・異常が発生した場合、又は発見した場合
は、そのまま使用せず、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。

・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
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。

・拭き取りには漂白剤や、シンナー、研磨 剤の
入ったクリーナーは使用しないでください。
・ベビーカーが濡れた場合は、完全に乾燥させて
から保管してください。

・お子さまが転倒するのを防ぐため、お子さ
まのベビーカーへの乗り降りは大人が手助
けをしてください。

・本体をポリ袋などに入れ、直射日光の当たらな
い、冷暗所に保管してください。

・ベビーカーの中でお子さまを立たせないで
ください。

・シートパッドおよび肩ベルトパッドの洗浄方法：
湿らせた布でふき取ってください。

・お子さまの窒息を防ぐため、お子さまの顔が
日除けやレインカバーから離れていること
を確認してください。

・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。

・梱包部材、収納袋、レインカバーをお子さま
の手の届く所に放置しない。お子さまがか
ぶったり、誤飲して窒息するおそれがありま
す。

・折りたたんだ状態では、日除けを上にして保管
してください。

・組み立ては必ず大人が行い、お子さまがベ
ビーカーに接触した状態や近くにいる時に
は行わない。取り付け部分でお子さまの指
や手足を挟むおそれがあります。
・ 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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部品リスト
A

ベビーカー本体

※日除けはシートと
つながっています。

B

アームバー

ベビーカーの組み立て方
C

ベビーカーの開き方
後輪車軸アセンブリ

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。
組み立て前の部品の先端などでけがをされないようご注意ください。
❶フレーム脇の収納用レバーのロックを外す。

1

収納用レバー

D

前輪（x2）

E

後輪（x2）

F

G

ピン（x2）

H

ワッシャー（ｘ2）

キャップ（x2)

I

レインカバー

収納用レバー

❷ベビーカーのハンドルを持ち上げる。

2

組立後の名称
ハンドル

ハンドル

〈シートベルト〉

シートベルトは肩ベルトと
腰ベルト、股ベルトの総称です。

腰ベルト

肩ベルト

日除け

❸
「カチッ」
と音がするまでベビーカーを開く。

3
カチッ

日除けブラケット

股ベルト

バックル

肩パッド

折りたたみ
ボタン

「カチッ」と音がしてロックがかかり、ベビー
カーが完全に開いていることを確認してか
ら次の作業を行ってください。

アームバー

カゴ

シート

ストッパー
レバー

キャスターロック
レバー
前輪取外しボタン

後輪
前輪

3

4

ベビーカーの組み立て方

ベビーカーの組み立て方

前輪の取り付け方・取り外し方

後輪の取り付け方
4

ストッパーレバー
が本体後方を向く

5

後輪

6

ワッシャー

9

前輪

10

カチッ

カチッ

キャスター軸

❹ベビーカー本体をひっくり返し、後フレームに
後輪車軸アセンブリを「カチッ」と音がするま
で差し込む。
・ストッパーのレバーが本体後方を向くようにし
て差し込んでください。

7

ピン

❺ 後 輪を車 軸に差し
込む。

8

❻ワッシャーを車軸に
差し込む。

キャップ

❾【取り付け方】
ベビーカー本体前側のキャスター軸に、前輪をカチッ
と音がするまで差し込む。
・2〜3 回引っ張り、確実に取り付けられていることを確
認してください。

10【取り外し方】
●
ボタンを押しながら前輪を引き抜く。

日除けの取り付け方
※日除けはシートとつながっています。

カチッ

11

12

カチッ

❼ピンのまっすぐな部
分を車 軸 の 穴へ 押
し込む。
・ 後輪を引っ張り、外
れないことを確認し
てください。

❽「カチッ」と音がするまで、キャップをはめ込む。
・キャップの4 つの突起を後輪中央の4つの穴に差し込んでください。
・反対側の後輪も同様に❺-❽の手順を行ってください。

面ファスナー

日除け
ブラケット
11
●日除けに通っているパイプの先端を日除けブラケッ
トに
「カチッ」
と音がするまで差し込む。
（左右）

5

6

12
●日除け側面の生地を面ファ
スナーで
とめる。
（左右各2カ所）

ベビーカーの組み立て方

製品の使用方法

アームバーの取り付け方・取り外し方

背もたれの角度調節

13

14

17

ロックボタン

2

18

1

2
1

ベルト

1

2

1
13【取り付け方】
14
●
●
【取り外し方】
アームバーを「カチッ」と音がするまで差し込む。
1. 内側のロックボタンを押しながら、
2.アームバーを前方に引き抜く。

製品の使用方法
日除けの使い方
15

17【背もたれを倒す場合】
●
・背もたれ背面の中央のレバー1を押しながら、
・2の箇所に指をかけ1,2同時に斜め後ろ下方
向へ引いて倒す。

お子さまを拘束する−5点式シートベルトの使い方
19

16

18【背もたれを起こす場合】
●
ベルトを上に引き上げ、
背もたれを起こす。
左右の
ベルトは面ファスナーでとめておいてください。
・お子さまが乗っている場合は、
もう一方の手で
背もたれを支えながら調節を行ってください。

腰ベルト
肩ベルト

20

21

＜肩ベルト調節＞

肩ベルト
コネクタ
15
●日除けは前方に引いて開き、
後方に押して折
りたたむことができます。
16
●日除けの窓カバーを開けると、
窓からお子さ
まの様子を見ることができます。

バックル
＜腰ベルト調節＞
19【シートベルトをロック解除する】 ●
20
●
【ベルトをとめる】
バックルのボタンを押して、腰
肩ベルトコネクタを腰ベルト
ベルト、肩ベルト、股ベルトを
に取り付けて、バックルへ差し
外す。
込む。

21
●
【ベルトの長さ調節】
肩、腰、股のスライドアジャス
ターを 使 用して長さを 調 節
し、
しっかりと締めつける。

・落下やすり抜けによるお子さまの重傷を防ぐため、常にシートベルトをしめてください。
・肩ベルトを交差させて使用しない。
お子さまの首を圧迫するおそれがあります。
・肩ベルト、腰ベルトはお子さまに合わせて調節し、お子さまがしっかりと固定されていることを確認し
てください。お子さまと肩ベルトの間に、
指１本入る程度まで締めてください。
・股ベルトでお子さまの肌が擦れる場合は、タオルを当てていただくか、お子さまの服装を変えていた
だくなどのご対応をお願いします。

7

8

製品の使用方法
肩ベルトの位置調節

ストッパーの使い方

お子さまの落下を防ぐために、お子さまを乗せた後、肩ベルトと腰ベルトが適切な高さおよび長さに
なっていることを確認してください。
22

B
小さい
お子さま用
アンカー

A
大きい
お子さま用
アンカー

ベビーカーを停止させるときは、
必ずストッパーをかけてください。
ベビーカーを軽く前後に動かしてロックがかかっていることを確認してください。
25

26

22
●
【大きいお子さまの場合】
肩ベルトアンカーA と、高い位置の肩ベルト通し穴を使用して
ください。

【小さいお子さまの場合】
肩ベルトアンカーB と、低い位置の肩ベルト通し穴を使用して
ください。
肩ベルトアンカーの位置を調整するには、アンカーをひねって
水平にし、短辺を前に向けて、通し穴に通します。

23

製品の使用方法

通し穴

23
●
【肩ベルトを引き抜く場合】
背もたれ背面から前方に向かってアンカーを通して引き抜く。

25
26
●
【ロックする場合】
●
【ロック解除する場合】
左右いずれかのストッパーレバーを押し下げる。
左右いずれかのストッパーレバーを押し上げる。
（左右同時にロックされます。
）
（左右同時にロック解除されます。
）

前輪キャスターの使い方
石畳や砂利道などの凸凹した路面でベビーカーをまっすぐに押せない時は、前輪キャスターをロックす
ると押しやすくなります。
27

【キャスターをロックする場合】

28

キャスターロック
レバーを上げる。

24

キャスターロック
レバーを下げる。

24
●
【肩ベルトを取り付ける場合】
シート前方から、お子さまの肩に最も近い高さの肩ベルト通し
穴に通す。

9

【キャスターをロック解除する場合】

10

製品の使用方法

製品の使用方法

ベビーカーの折りたたみ方

レインカバーの使い方

折りたたんだ状態で、
べビーカーは自立しませんのでご注意ください。
29

37

30

折りたたみ
ボタン

29
●日除けを閉じる。

30
●左右の折りたたみボタンを押し、
37
●必ず日除けを開いた状態で、
レインカバーをかぶせて面ファスナーでとめる。
（左右各3カ所）
・レインカバーはタグのある方が、ハンドル側になります。

31

32

・レインカバーを使用する前に、お子さまのシートベルトがしっかりととめられていることを確認して
ください。
背もたれを倒すなどしてお子さまの顔にレインカバーがかからないようにしてください。
カチッ

・レインカバーは、
大人の監視下で使用し、お子さまの様子を確認しながらご使用ください。
・レインカバーを使用する場合は、常にレインカバー内に通気があるかを確認してください。
・レインカバーを使用しないときは、
水滴をふき取り、乾燥させてから保管してください。
・レインカバーを取り付けたままベビーカーを折りたたまないでください。

31
32「カチッ」
●ハンドルを倒す。
●
と音がして収納用レバーがロックされ
・折りたたみボタン付近のフレームをつかんだまま
るまで、折りたたむ。
ハンドルを倒すと、手指を挟まれるおそれがあり
ますので、
ご注意ください。

11

• 気温の高い日には、レインカバーを取り付けたベビーカー内にお子さまを乗せないでください。
• レインカバーは、本製品以外のベビーカーに取り付けて使用しないでください。
・レインカバーはお子さまの乗っている場所のみをカバーしておりますので、雨天時、カゴなどの露
出部分は濡れる場合があります。

12

保証とアフターサービスについて
〈保証について〉
・保証期間中（お買い上げ日より1年間です。）に部品の欠品、不良加工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な使用状態で故障した場合には、保証規定にもと
づき無償修理を致します。故障の箇所によっては、修理できない場合がございます。
ただし、ご購入日より3年以上経過した製品についての修理はいたしますが、製品の修理箇所以
外の品質の保証はいたしかねます。
（修理箇所の保証期間は1カ月です。）
また、製造中止後の製品については、修理必要部品の在庫がなくなった場合、修理が出来ないこ
ともあります。
（部品の保有期間は、製造中止後3年間です。）

〈アフターサービスについて〉
・ご使用中に故障などが発生したり、点検中に発見した場合、部品の交換または修理の必要が生
じた場合、各部の固定部などにゆるみやきしみ音があったり、部品の欠落、車輪の回転の円滑さ
に異常がある場合、及びその他異常を感じた場合は、ご使用を中止し製品名・品番・ロット番号
（本体背面側から見て左側のフレーム根元内側のシール参照）をご確認のうえ、弊社お客様サ
ポートセンターまでご連絡ください。

─ 保証書 ─
保証規定
1) 製品の保証期間は、
購入日より1年間です。
2) 保証期間中に不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きに従った正常な使用状態で故障
した場合は無償修理をいたします。
3) 保証期間中でも次の場合には有償での修理あるいは交換などでの対応となり、また当該対応のために要
する送料はご負担いただきます。また場合により、対応自体ができない場合もございますので予めご了承く
ださい。
ⓐ本書の提示のない場合（製品に同梱されている取扱説明書にあります。）
ⓑ保証書に購入日や販売店の記載がない場合、またはこれらの記載が書き換えられている場合
ⓒお客様の誤った使い方（取扱説明書やご使用上の注意において禁じている行為）やお手入れ不
良、または改造や不当な修理による故障、損傷、破損など
ⓓメッキ部の錆、塗装部の剥がれ、キズ、歪み、縫製品・樹脂部の紫外線劣化、変色など、通常使用
における自然劣化
ⓔ消耗品（タイヤ、タイヤチューブ、虫ゴム、車輪など）の消耗、故障、損傷など
ⓕ縫製品の色あせ、かび、擦り切れ、キズや破れ、その他の破損
ⓖ地震、水害、落雷などの自然災害や火災などの影響による故障、損傷、破損など
ⓗ部品の紛失および破損
4) 製品による二次的な損傷や損害などは本保証の対象外となります。
5) 一度ご使用になった製品の他の製品へのお取り替えは原則として行っておりません。
6) 事故や落下など強い衝撃を受けた製品は本保証の対象外となります。
7) 本保証は日本国内で購入し使用した場合のみ有効です。
8) 業務用、施設用など一般家庭以外で使用された場合は本保証の対象外です。
9）本保証は本書に記載の販売店から購入日に購入したお客様（贈答品については当該お客様より贈答を受け
た方）
にのみ有効です。
ネットオークション、
フリーマーケット、
リサイクルショップなどにより第三者から購入
したり譲渡を受けた使用経緯の確認できない製品につきましては本保証は適用されません。

品
製品名

番

ブリーズライト
ロット番号

購入日

年

月

日

保証期間

住所

住所

販売店

お客様
お名前

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社
ベビー事業部 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

受付時間：AM10：00〜PM5：00（土、日、祝日、弊社所定休日を除く）
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店名

TEL

アフターサービスについての連絡先

〈電話連絡先〉

購入日より1年間

・購入販売店名を確認し、品番・ロット番号・購入日をご記入ください。
・販売店発行のレシート
（領収書）
を保管していただき、本書を提示していただく際に添付してください。
・本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
・本書にご記入いただいた個人情報は、製品の保証、修理に関してのみ利用させていただきます。
・本書は、保証規定に明示した期間、条件のもとに無償修理をお約束するものです。
従って本書によりお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理な
どについてご不明の場合は、弊社お客様サポートセンターに直接お問い合わせください。
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