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取扱説明書/保証書
このたびは、
ベビービョルン®ベビーキャリア アクティブをお買い上げいただきまして、
ありがとうございます。
ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管してください。
本品を他のお客様にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお譲りください。

1 使用できる対象のお子さま
体重：3.5㎏〜12㎏

身長：53cm〜

月齢の目安：生後約1週間〜約12ヶ月頃まで

※着用される方のウェストサイズ：55〜120cm

2 安全にお使いいただくために
本書に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者およびお子さまへの危害や物的損害を未然に防止するためのものです。
誤った取り扱いをすると生じる恐れのある内容を<警告＞と＜注意＞に分けてあります。
いずれも安全にお使いいただくために重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示します。
「各部の名称」
を参照してください。

● 首がすわっていないお子さまに使うときには、
※
「ヘッドサポート部」は折り曲げず、必ず立ててお使いください。
お子さまの身体に負担
がかかる恐れがあります。
● 体重3.5㎏以上4.5㎏以下のお子さまに使用するときは、必ず※
「レッグストラップ」
を使用してください。
お子さまが落ちる恐れがあります。
● 足を入れる部分（片側）
に両足を同時にいれないでください。
お子さまが落ちる恐れがあります。
●※
「セーフティバックル」
※
「ウエストバックル」
※
「ヘッドサポートバックル」
は奥までしっかりと差し込み、引っ張っても抜けない事を必ず
確認してください。
中途半端にささっている状態で使用されますと、
お子さまがおちる恐れがあります。
● お子さまを抱いたまま前かがみにならないでください。
お子さまが落ちる恐れがあります。
● お子さまを抱いたまま車や自転車に乗ったり、運動をしたりしないでください。重大な事故につながる恐れがあります。
● 縫い目をほどいたり、改造をしたりしないでください。破損や重大な事故につながる恐れがあります。
●※
「ショルダーベルト」
※
「本体」
は正しく装着してください。装着の仕方を誤りますとお子さまの身体に思わぬ負担をかけたり、傷害を負ったり、
お子さまが落ちる恐れがあります。
● 使用する前には本体の破れ、ほつれ、バックルや金具等の不具合がないかどうか確認してからご使用ください。不具合があるまま使用し
ますと事故につながる恐れがあります。
● 階段などの段差がある場所では足元に十分注意してください。転倒などの重大な事故につながる恐れがあります。
● 着脱は安全な場所で行ってください。
● 予期せぬ状況に対応するため、手隙の際はお子さまに手を添えてください。
● 使用中の喫煙、飲食は避けてください。
やけどなどの恐れがあります。
● 電車やエレベーター等の込み合った場所では使用しないでください。
● 妊娠中は使用しないでください。
● この製品は前向き専用です。
おんぶでは絶対に使用しないでください。
● この製品は一人用です。

注意

誤った使い方をすると、人が傷を負ったり、物的損害が起きる恐れがある内容を示します。

● 本体は使用されるお子さまの成長にあわせて調節してからご使用ください。
お子さまの身体に思わぬ負担をかける恐れがあります。
●※
「ヘッドサポートバックル」
は必ず両側を留めて使用してください。使用中お子さまが落ちる恐れがあります。前向き抱っこの場合でも同様です。
● ストーブ等火気の近くに置くとバックル等が変形し、事故につながる恐れがあります。火気の近くには置かないでくささい。
● お子さまが変調をきたした時には、使用を止め、直ちに医師にご相談ください。
● 連続して使用するときは2時間以内が目安です。お子さまの身体に負担がかかる恐れがあります、小さなお子さまには、なるべく短時間のご使用をおすすめします。
● 授乳後30分くらいは使用しないでください。
お子さまの身体に負担がかかる恐れがあります。
● お子さまを抱く以外の目的に使用しないでください。破損の原因になります。
● お子さまを裸の状態で乗せないでください。
● 汗や水などで濡れたりすると摩擦により他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。
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3 各部の説明
スライディング
バックルクリップ

ショルダーベルト

本体

ストラップ

ヘッドサポートノブ

ヘッドサポート
ヘッドサポートバックル

セーフティーバックル
（メス側）

ストラップバックル

レッグストラップ

セーフティーバックル
（オス側）

アームホール部

レッグストラップボタン
（表側にあります）

ウェストバックル
（オス側）

指示ラベル

ウェストバックル（メス側）

調整ベルトB
調整ベルトA

ランバーサポート

シッティングポジション
推奨ラベル

4 取り付け前の確認
調節部のサイズ目安

1.本体とショルダーベルトが入っていることを確認してください。
2.お子さまの成長に合わせて調整部の長さを調整してください。

身長53
〜60cm以内
身長60
〜66cm以内
身長66
〜74cm以内

（ただし、
お子さまが厚い服を着ているときなどは、
この目安と若
干ことなる場合があります。）

注意

身長60cm以下のお子
さまは絶対にこの範囲
内では使用しないでくだ
さい。

身長74cm以上

5 取り付け方
Step.1

Step.2

すべてのベルトを緩め、
ストラップを着る。

本体を付ける。

Point
セーフティバックル（メス側）は
左 手 側 に「 赤 」が 、右 手 側 に
「青」が来るようにして下さい。
ウエストバックル（オス側 ）が
おへその辺りに来るようにして
下さい

Step.3

Step.4

ランバーサポートを腰の
位置に来るよう調節する。

Point
ウエストバックルを確実に
差し込み「カチッ」
と音が
するのを確認して下さい。

調節ベルトを締める。

Point
ランバーサポートを腰
の位置に合わせてから、
調整ベルトAを締めて
下さい。

Point
初めに調整ベルトAを締め、次に
調整ベルトBを締めると調整が
楽です。

「カチッ」
という音は商品によって小さい場
合がありますので必ず差し込んで上に引っ
張って抜けないか確認してください。

Step.5

片方のセーフティーバックルを差し込む。

Step.6

お子さまを抱き入れ、もう一方のセーフティーバックルを差し込む。

Point
セーフティバックルを片側
だけイラストのように「カ
チッ」
と音がするまで差し
込んでください。

Point
お子さまを肩に抱くようにして脚が入るところ
から手を入れ、導き入れるようにすると楽です。
お子さまを落とさないように反対側の手で支
えながら気を付けて抱き入れて下さい。
お子さまを抱き入れる

注意

注意

「カチッ」
という音は商品によって
小さい場合がありますので必ず差
し込んで上に引っ張って抜けない
か確認してください。
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1つの穴に両足を入れないでくだ
さい。
片側に両足を入れると、
お子
さまが落下する恐れがあります。

Step.7

手をアームホール部に通し
ヘッドサポートバックルを留める。

調節ベルトの長さ調節

Step.8

しめる時
●しめる時：ベルトの端をイラス
トのように前側に引っ張ります。

ヘッドサポート部を
調整する。

ゆるめる時
●ゆるめる時：ベルト調節部分
をイラストのように後ろ側に倒し
ます。
調節する時は、
お子さまのお尻を支えながら行なってください。
また、
調節する時は、
片側ずつ行なってください。

ヘッドサポートの調節

しめる時
Point
バックルは確実にとまっているか
どうか確認して下さい。

必ずヘッドサポートバックル
を留めてください。留めない
状態で使用すると大変危険
です。

ゆるめる時

首がすわっていないお子さま
（新生児）
の場合、首を支えるように調節
してください。

レッグストラップの使い方

4.5㎏以下のお子さまの場合、
レッグストラップを左右2ヶ所留めてください。
レッグストラップをつけることで、
足回りのサイズ調節ができます。
（お子さまの足がきつくなったら、無理に留める必要はありません。）

6 前向き抱っこでの取り付け方

首がすわっていないお子さまは、前向き抱っこにはできません。

の取り付け方法Step.5までは、
同じです。
セーフティバックルを片方だけ差
し込みます。
イラストのように上か
ら
「カチッ」
と音がするまで差し込
んでください。
（差し込む際は、赤・
青それぞれ同じ色のところに差し
込んでください。）

お子さまを前向きにして、抱き入れます。
しっかりと支えながら、反対側の
セーフティーバックルも差し込みます。

ヘッドサポート部を折り返したまま、
ヘッドサポートバックルをヘッドサ
ポートノブにはめ込んでください。
前向き抱っこの場合、
ヘッドサポー
トバックルは表裏が逆になります。

差し込んだ後、一度引っ張ってきちんとバッ
クルが入っているかを確認してください。

7 はずし方（はずし方にはA、Bの方法があります）
通常のはずし方

眠っているお子さまを起こさずに降ろす方法

片側のヘッドサポートバックル
とセーフティバックルを外します。

本体の外側からお子さまを片手で支え、
反対側の手で
ヘッドサポートバックルとセーフティバックルを外します。

「抜くとき」
のところを確実に押さえ
てから抜いてください。
中途半端に押さえて抜くと
故障の原因になります。

ウェストバックルはこの時点ではまだはずさないでください。

片方の手を本体の中に入れてお子さまをしっかりと抱きます。
それから、反対側の手でもう一方のヘッドサポートバックルと
セーフティバックルを外します。
お子さまを落とさないように気を付けながら、
安全な場所に降ろしてください。

平たんで安全な場所に本体ごとお子さまを寝かせ、
ウエストバックルを外します。
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8 お手入れ方法
※ 商品の洗濯表示に関しては、
日本語表記と英語表記に違いがある場合がありますが、弊社では家庭用品品質表示法に従い、
「JIS 0217」の表記に基づいた
［ 洗い方、塩素漂白の可否、
アイロンのかけ方、
ドライクリーニング、干し方等 ］
の絵表示を商品タグに表記させていただいております。

【素材】生地／外側 ： 綿60%、ポリエステル40%、内側 ： 綿100%、バックル／ポリアミド・POM、
ランバーサポート 生地／ポリエステル100%

中芯／ポリオレフィンフォーム

9 保証・サービスについて
品質保証期間は、
お買い上げ日より1年間です。
販売店のレシート、運送会社の送り状など、
お買い上げ日のわかるものを保管しておいてください。
● 保証期間内には、
パーツの欠品、
不良加工などメーカーの責任によるものは無償修理を致しますが、
お客様の責任によるものは実費による修理となります。
● 下記については、
無償修理から除外されます。
1）
キズ、
やぶれ。
2）
間違った使い方や手入れ不良によるもの。
3）
使用者の造作変更によるもの。
4）
災害、
事故などによるもの。
尚、
実費による修理に要する送料等は、
お客様ご負担とさせていただきます。
また、製造中止及び、部品の在庫がなくなった場合、修理ができないことがあります。
予めご了承ください。
● 製品について何か不明な点がございましたら、
お買い求めのお店または、弊社までお問い合わせください。

◯ 商品名：ベビービョルン ベビーキャリア アクティブ
◯ 保証期間：お買い上げより1年間
◯ 購入年月日：

年

月

日

◯ 販売店住所-

販売店のレシート、
または運送会社の送り状など、
お買い上げ日のわかるものを添付してください。

店名

「生産物賠償責任（PL）保険」付
商品の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様のお使い頂いている商品とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

ベビービョルン株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目3番2号 郵船ビル3階
TEL. 03-3518-9980（平日10時〜17時） MAIL: info@babybjorn.jp
コピーおよび著作権についてはすべて当社が著作権を保有しています。
当社の許諾なく私的目的・引用の範囲を越えて使用することはできません。当社に無断で次の行為を行なうことは違法となり、処罰される場合があります。
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