
取扱説明書　兼　保証書
INSTRUCTION　MANUAL
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Gr. 1 (9-18 kg)

1 2 3
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Gr. 3 (22-36 kg)

1 2 3
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J1 Duo
UN R44/04 グループ1/2/3 体重9kgから36kg以下
取扱説明書　兼　保証書

この度はレカロのチャイルドシートをお選び頂き誠にありがとうございます。
<本製品について>
本製品は、交通事故などの際にお子さまの傷害の軽減を目的としたチャイルドシートです。チャイルドシートは、傷害を確実に
防止するものではありません。
<取扱説明書(本書)について>
本書は、必要な時にすぐに参照できるよう、背面のトップテザー収納カバー内側の収納フックで保管してください。本書を破損
または紛失したときは、弊社ホームページを参照してください。
<安全に関する注意>
・本製品の梱包材は、箱から製品を取り出した後、すみやかにお子さまの手が届かない場所へ移し、適切に処分してください。
・安全のため、本製品を使用する前に本書をよく読んで、十分理解してから正しくご使用ください。
・本製品はたとえ使用していない時でも、常に取扱説明書および本体表示に従って取り付けなくてはなりません。緊急時に本製
品が壊れてたり、確実に取り付けられていないと同乗者がけがをするおそれがあります。
■危険■　取り扱いを誤ると、死亡または重大な傷害を負う危険が切迫して生じます。
・お子さまを車内にひとりで放置しないでください、予期せぬ事故の原因となります。チャイルドシートを使用するときは保護
者のかたが同乗して常に見守ってください。日差しの強い日は車内温度が高くなり、お子さまが脱水症状になるおそれがありま
す。
・お子さまを乗せたときには、ベルト、股パッド、肩パッドが正しく装着され、左右の差込タングがしっかりバックルに差し込
まれて抜けないことを確認してください。
・お子さまがバックルボタンを押してしまう可能性があります。差込タングがバックルからはずれていないことを常に確認して
ください。はずれていると本来の機能を果たさないばかりか、シートベルトが首に巻き付くおそれがあります。
・アジャスタベルトがお子さまの体に触れないよう注意してください。首などに巻きつき窒息するおそれがあります。
・お子さまがチャイルドシートの上に正座をしない、中腰にならない、立たないように注意してください。
・ISOFIX取付装置を利用して車両に取り付ける場合は、取扱説明書および本体表示に従ってISOFIXコネクタを車両の取付け金具
へ、また、トップテザーベルトのフックを車両の取付金具へ固定し、インジケータが緑色に変わっていることを確認してくださ
い。また、チャイルドシート本体を前後左右に強くゆすり、確実に取り付けられていることを確認してください。
・ISOFIXコネクタおよびトップテザーベルトのフックを車両の取付け金具に固定する場合は、周辺に障害物が無いか、車両シー
トベルトが挟まっていないかなどを確認してください。
・本製品をひもやロープなどで固定しないでください。
・チャイルドシートが本来の機能を発揮できず危険を招くおそれがありますので、次のような方法では使用しないでください。
   - 使用条件に適合しないお子さまや、取り付けできない座席では使用しない。
   - ベルトにねじれ、ゆるみ、たるみがある状態で使用しない。お子さまの首にベルトが巻き付き窒息するおそれがあります。
   - ISOFIX取付装置で本製品を使用する場合は、トップテザーベルトを必ず使用する。
   - ヘッドレストが極端に出っ張っている座席で使用しない。
   - 車両の内装や座席の形状により正しく取り付けができない、チャイルドシートのリクライニング操作、ヘッドサポートの高
さ調節ができないなどの場合は使用しない。
・次の条件のいずれか１つでもあてはまる場合は、その座席ではお使いいただけません。
エアバッグが装備されている座席で使用しない（サイドエアバッグやカーテンエアバッグのみ装備の座席を除く）
   - 助手席で使用しない
   - 車両の工場出荷時と異なる座席で使用しない（市販の座席に交換した車両など）
   - 車両の座席や取付け金具に損傷がある場合は使用しない
   - 車両進行方向に対して横向き、または後向きの座席で使用しない
   - 座席の形状が極端に凹凸で、取り付けたときにチャイルドシートが不安定になる座席で使用しない
・チャイルドシートを、車両の進行方向に対して横向きにしたままで走行しないでください。
・事故など緊急時は保護者の方がバックルボタンを解除し、シートベルトをはずして速やかにお子さまを車外の安全な場所に脱
出させてください。万一バックルが外れないときは、ハサミなどでシートベルトを切ってください。
■警告■　取り扱いを誤ると、死亡または重大な傷害を負うおそれがあります。
・製品のリクライニング、ヘッドサポート、ISOFIXコネクタ、トップテザーベルトなどを操作するときは、お子さまや隣に座っ
ている同乗者及び操作する人の、手や足や体の一部を可動部に挟まないように注意してください。
・リクライニング操作をするときは必ずお子さまをチャイルドシートから降ろし、お子さまをチャイルドシートに近づけない状
態にしてから行ってください。可動部に手や足や体の一部を挟むおそれがあります。
・
・お子さまが厚着のままで使用しないでください。しっかり拘束できなかったり、抜け落ちたりするおそれ
があります。車内を適切な温度にしてから上着を脱ぎ、出来るだけ薄着で使用してください。
・お子さまの服や靴のひも・コードなどが、チャイルドシートに引っかかったり巻き込まれたりしないよう注意してください。
・走行中はチャイルドシートの操作をしないでください。また同乗している他のお子さまなどがチャイルドシートに触らないよ

・本製品を車両に取り付けたり取り外したりする時や、お子さまの乗せ降ろしや各操作を行う時は、車両を平らで安全な場所に
駐車してから行ってください。
・このチャイルドシートは、車種適合リストにて取り付け可能な車両座席以外では使用しないでください（車種適合リストは弊
社ホームページ等で公開しています）。
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・緊急時の脱出の妨げになる座席に、チャイルドシートを取り付けないでください。
・シフトレバーやパーキングブレーキ、ミラーなど、運転操作に支障をきたす座席にチャイルドシートを取り付けないでください。
・サイドエアバッグやカーテンエアバッグの近くで使用する場合は、お子さまの体がそれらにもたれかからないようにしてくださ
い。エアバッグが膨らんだ際に大変危険です。
・衝突事故にあったり落下させたりなど、一度でも強い衝撃を受けた履歴のあるチャイルドシートは使用しないでください。外観
上問題が確認できなくても内部で破損していることがあります。
・チャイルドシートの使用履歴がわからない場合（中古品やレンタルなど）は使用しないでください。
・チャイルドシートを使用しないときも必ず車両に固定し、チャイルドシートの差込タングをバックルに挿してください。急ブ
レーキの時などに車内に転がり危険です。
・車両の座席から取り外したヘッドレストや、チャイルドシートから取り外した部品は、車両から降ろしてお子さまの手が届かな
い場所に保管してください。車内に置いたままにすると急ブレーキや衝突時に人にあたったり、運転操作に支障をきたしたりする
おそれがあります。
チャイルドシートを安全にお使いいただくために、走行前には必ず次のことを確認してください。
・チャイルドシートが車両に確実に固定されている（本体を前後にゆすり確認する。目安3cm以内。）
・ハーネスベルトがお子さまの肩に対し正しい位置になるように、ヘッドサポートの高さが調節されている
・ハーネスベルト、3点式シートベルトにゆるみ、たるみ、ねじれがない
・ハーネスベルトの腰側をお子さまの腰部に密着させ、腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにする
・ハーネスベルトの肩側を常に肩の中央にかかるようにする。ベルトを首から離すと共に肩から落ちないようにする。
・差込タングが左右ともしっかりとバックルに差し込まれ、抜けない
・3点式シートベルトを使用してチャイルドシートを車両座席に設置する場合は、ロックオフデバイス(グループ1時)やベルトガイ
ド(グループ1/2/3時)を必ず使用する
・リクライニングのレバーが元の位置に戻っていて、シートシェルがシートベースに確実に固定されている
・ISOFIX取付装置で本製品を使用する場合は、ISOFIXコネクタを車両の取付け金具へ、また、トップテザーベルトのフックを車両
の取付金具へしっかり固定され、インジケータが緑色に変わっていることを確認してください。
・それぞれのグループで指定されたリクライニング角度で使用する
・お子さまの体への負担を軽減するため、連続して1時間以上使用しないでください。
・お子さまを座らせたときに、後頭部がヘッドサポートから上に出るときは使用しないでください。
・シートカバーや内蔵されているパッドやウレタンなどを取り外した状態で使用しないでください。
・購入時に本製品が入っていたビニール袋はすぐに処分してください。
・挿入ガイドを使用しない場合は、お子さまの手の届かない場所に保管してください。
・本製品を取扱説明書に記載されていない方法で使用しないでください。
・製品がリコールなどのときに連絡できるよう、購入後すぐに使用者の登録をしてください（登録方法は付属のお客様登録のお願
いをご覧ください）
■注意■　取り扱いを誤ると、重大な傷害や物的損害を負うおそれがあります。
・製品にお子さまを乗せたままで持ち運びしないでください。持ち運びするときはシートベースの左右を持ち、ベルト、ISOFIXコ
ネクタ、ヘッドサポート、シートシェルは持たないでください。またシートシェルやISOFIXコネクタの
可動部、トップテザーベルト収納部などで手や体を挟まないよう注意してください。怪我をするおそれがあります。
・爪を伸ばしていたり、付け爪をしたりしていると、操作をするときに巻き込まれる可能性がありますので、十分注意してくださ
い。
チャイルドシートに直射日光があたると本体やISOFIXコネクタ、差込タングなどが熱くなり、お子さまがやけどをするおそれがあ
ります。屋内の涼しい場所に駐車するかカバーなどをかけて温度が高くならないようにしてください。また、お子さまを乗せる前
に各部を触り、熱くなっていないことを確認してから使用してください。
・お子さまだけで乗り降りさせないでください。必ず保護者の方が乗せおろしをして正しく使用してください。

原因となります。
・バックルにゴミや飲食物などが詰まって確実に差し込めないとき、または解除しにくいときは使用しないでください。
・ベルトに傷がついたときは使用しないでください。
・改造や分解をしないでください、予期せぬ事故につながるおそれがあります。また、取り付けられているラベルやシールは外さ
ないでください。
・チャイルドシートが故障や劣化したときは使用しないでください。
・工場出荷時に取り付けられている部品や純正品以外の部品は使用しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
・チャイルドシートを固定した後は、車両座席を調整しないでください。
・車両座席にクッションや座布団などを敷いたまま、チャイルドシートを取り付けないでください。チャイルドシートがしっかり
固定されません。
・チャイルドシートを屋外の風雨、火気にさらさないでください。
・チャイルドシートを車のシート可動部やドアにはさまないようにしてください。
・チャイルドシートを取り付けた車両の座席や内装には傷や跡、汚れがつくおそれがあります。
・お子さまの服や靴の面テープなどがシートカバーに引っかからないよう注意してください。シートカバー
が破損することがあります。



<目次>
1. 各部の名称
2. 本製品の特徴
3. 本製品と車両座席の使用に関する制限事項と要件
4. グループ1（9～18kg）のお子さま用、ISOFIX取付装置による設置のしかた
5. グループ1（9～18kg）のお子さま用の3点式シートベルトによる設置のしかた
6. グループ1のお子さまの乗せ降ろし
7. グループ1（9～18kg）からグループ2/3（15～36kg）への切り替え
8. グループ2/3のお子さま（15～36kg）の乗せ降ろし、3点式シートベルトとISOFIX取付装置を併用する場合の本製品の設置の
しかた
9. グループ2/3（15～36kg）のお子さまの乗せ降ろし、3点式シートベルトのみを使用する場合の本製品の設置のしかた
10 ハーネスベルトのグループ1（9～18kg）のお子さま用への戻しかた
11. ヘッドサポートの高さ調節のしかた
12. リクライニング角度の調節のしかた
13. お掃除とお手入れのしかた

1. 各部の名称
図A
A. ヘッドサポート/ハーネスベルト高さ調整レバー
B. ヘッドサポート
C. 肩ベルトガイド
D. 肩パッド
E. ハーネスベルト
F. バックル/差込タング
G. 股パッド
H. アジャスタボタン
I. アジャスタベルト
J. サポートクッション (一部モデルのみ)
K. リクライニングレバー
L. 腰ベルトガイド(グループ2/3用)
M. ISOFIXコネクタ延伸レバー
図B
N. ロックオフデバイス
O. クランプレバー
P. 腰ベルトガイド(グループ1用)
Q. インストラクションラベル
R. ISOFIXコネクタ
S. ISOFIXインジケータ
T. ISOFIXコネクタロック解除ボタン
U. 側面保護機能
図C
V. トップテザーベルト収納カバー
Z. トップテザーベルト(調整具、インジケーター、フックを含む)

2. 本製品の特長
・本製品は、国連安全基準UN R44/04の質量グループ1/2/3に適合し、体重が9～36kg（参考月齢:12ヶ月ころから12歳ころま
で）のお子さま向けの製品として認証を取得しています。
・本製品は、3点式シートベルトでの使用(グループ1/2/3)の場合、およびISOFIX取付装置での使用(グループ1)の
場合は、「UNIVERSAL（汎用型）」に分類されています。

・本製品は、ISOFIX取付装置での使用(グループ2/3)の場合、「SEMI UNIVERSAL（準汎用型）」に分類されています。

選択できる車両への設置方法

グループ

グループⅠ/Ⅱ/Ⅲ

グループⅠ

グループ Ⅱ/Ⅲ

認証の書類

UNIVERSAL（汎用型）

ISOFIX　UNIVERSAL（汎用型）

SEMI UNIVERSAL（準汎用型）

取り付け方式

3点式シートベルト

ISOFIXコネクタとトップテザーベルト

ISOFIXコネクタとトップテザーベルト、
３点式シートベルト

20
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グループ1/2/3 (UNIVERSAL 汎用型) : 3点式シートベルトによる設置
1. このモードは「UNIVERSAL(汎用型)」のチャイルドシートです。車両内での一般的な使用に関して、国連安全基準UN R44/04の認
証を取得しています。ほとんどの車両の座席に適合しますが、すべての車両の座席に適合するわけではありません。
2. このモードで製品を車両へ取り付けるときは、必ず自動車メーカーの取扱説明書に併せ、車種適合リストを確認してください。最
新の車種適合リストは弊社ホームページでご確認ください。
3. 本製品は、この記載のない従来型のチャイルドシートよりも厳しい条件の下で、「UNIVERSAL(汎用型)」に分類されています。
4. 本製品は、国連安全基準UN R16または同等の基準に基づいて認可された、3点固定式シートベルトが装備された車両にのみ適合し
ます。
5. ご不明な点については、弊社カスタマーサポートセンターまたは販売店にお問い合わせください。

グループ1 (ISOFIX UNIVERSAL 汎用型)：ISOFIX取付装置による設置
1. このモードは、ISOFIX対応のチャイルドシートです。ISOFIX取付装置が装備された車両内での一般的な使用に関して、国連安全基
準UN R44/04の認証を取得しています。
2. 本製品は、この記載のない従来型のチャイルドシートよりも厳しい条件の下で、「UNIVERSAL(汎用型)」に分類されています。
3. チャイルドシートとISOFIX取付具のサイズ等級に応じて認可されたISOFIX取付位置(詳しくは自動車メーカーの取扱説明書を参照)
を有する車両に適合します。
4. このモードは、質量グループ「1」、ISOFIXのサイズ等級「B1」に対応しています。
5. このモードを使用する場合は、必ず自動車メーカーの取扱説明書に併せ、車種適合リストを確認してください。最新の車種適合リ
ストは弊社ホームページでご確認ください。
6. ご不明な点については、弊社カスタマーサポートセンターまたは販売店にお問い合わせください。
■警告■
・このモードでは、ISOFIX取付装置と車両のシートベルトを併用して車両へ取り付けることはできません。絶対に併用しないでくだ
さい。
・ISOFIX取付装置を使用する場合、ISOFIX下部取付金具へISOFIXコネクタを連結するだけでは十分な固定ができません。車両の
ISOFIX上部取付金具に、トップテザーベルトを必ず連結してください。

グループ2/3 (SEMI UNIVERSAL 準汎用型) : ISOFIX取付装置および3点式シートベルトによる設置
1. このモードは「SEMI UNIVERSAL(準汎用型)」のチャイルドシートです。車種適合リストに記載の車種にのみお使いいただけます。
2. 本製品は、国連安全基準UN R16または同等の基準に基づいて認可された、3点固定式シートベルトが装備された車両にのみ適合し
ます。
3. ご不明な点については、弊社カスタマーサポートセンターまたは販売店にお問い合わせください。

3. 本製品と車両座席の使用に関する制限事項と要件
■警告■
・本製品と車両座席の使用に関しては、以下の制限事項と要件を遵守してください。遵守しない場合、お子さまの安全が保証されま
せん。
・チャイルドシート固定機能が付いている車両シートベルトを使用する場合は、固定機能を解除して使用してください。使用中にお
子さまが強く締め付けられるおそれがあります。
・エアバッグ内蔵の後部座席シートベルト（膨張式ベルト）を搭載した車両で使用する場合は、以下の点にご注意ください。

グループ1（9～18kg）のお子さまで使用する場合
・車両シートベルトの膨張部と本製品が相互作用し、重大な負傷または死亡につながる恐れがあります。膨張式シートベルトの装備
されている座席では、3点式シートベルトによる本製品の設置はしないでください。この座席で使用する場合は、ISOFIX取付装置で本
製品を設置してください。

グループ2/3（15～36kg）のお子さまで使用する場合
・膨張式シートベルトの装備されている座席では、ご使用いただけません。

1. .本製品は、国連安全基準UN R16または同等の基準に基づいて認可された、3点固定式シートベルトが装備されている座席(図1)に設
置してください。
2. 2点式シートベルトしか装備されていない座席(図2)には、本製品を絶対に設置しないでください。
3. 本製品は、後部の任意の座席に設置できます。ただし、横向きまたは後ろ向きの座席(図3)では絶対に使用しないでください。
4. 本製品は、車載用チャイルドシート専用の設計となっています。室内では使用しないでください。
5. 適切に設置するため、車両座席のヘッドレストが本製品の背もたれと干渉していないことを確認してください。必要に応じて、車
両座席のヘッドレストを引き上げるか外してください。
6. 車両の3点式シートベルトを使用して設置する場合、バックルの位置が高すぎないことを確認してください。位置が高すぎる場合
は、適切な拘束力が得られない場合があるため、本製品を別の座席に設置してみてください(図4)。
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4. ISOFIX
1.  ISOFIXコネクタ延伸レバー(M)のボタン1を手前へ倒し、ボタン2を引きます(図5)。
2.  ISOFIXコネクタ延伸レバー(M)を引くと、ISOFIXコネクタ(R)がバネの力で背もたれの最下部から突出します(図6)。バネの力で突
出しますが、完全に突出してない場合は更に手で引き出し、完全に引き出されていることを確認してください。

■警告■
・ISOFIXコネクタ(R)の先端や溝へ手や顔を近づけないようにしてください。バネの力で突出する構造のため、思わぬ怪我をする恐れ
があります。

3.  トップテザー収納カバー(V)を開き、トップテザーベルト(Z)を取り出します(図7)。トップテザーベルト(Z)は、設置作業の過程で
邪魔にならないよう、シートの上などへよけてください(図8)。
4.  車両の取扱説明書や車種適合リスト等で設置することが許可されている座席を確認し、本製品の設置位置を決めます。
■警告■
・本製品と車両の座席の間、または本製品と車両ドアの間に、物が挟まっていないことを確認してください。

5. ISOFIXコネクタ(R)を、車両座席の下部ISOFIX取付金具固定します(図9)。
■警告■
・ISOFIXコネクタ(R)が正しくロックされた場合、ISOFIXインジケータ(S)は緑色に切り替わっています。本製品を手前に引き、確実
にロックされているかを点検してください(図10)。

6. 本製品を車両座席の背もたれに接するようにしっかりと押し込んでください(図11)。車両座席にリクライニング機能がある場合
は、本製品のシートベースと座席ができるだけ密着するよう、座席の背もたれを前方へ起こしてください。座席形状によりシート
ベースを背もたれへ密着させることが難しい場合や、リクライニング機能が無い場合は、可能な限りISOFIXコネクタ(R)周辺を背もた
れ下部へ接近させてください。
本製品を完全に固定するには、必ずトップテザーベルトで固定する必要があります。
■警告■
本製品のトップテザーベルト(Z)を車両に固定する位置については、車両の取扱説明書を参照してください。トップテザーベルト(Z)を
固定するための上部ISOFIX取付金具の位置は、特定のラベル(図12)で示され、図12A、12B、12C、12D、または12Eなどの位置にあ
ります。
■警告■
・トップテザーベルト(Z)を固定するために使用する車両側の留め具が、チャイルドシート固定用のものであることを確認してくださ
い。バッグ類をかけるために使用する留め具などと混同しないでください(図13)。
■警告■

は絶対に、通さないでください(図14)。

7.  トップテザーベルト(Z)の長さ調整ボタンを押し、トップテザーベルトを伸ばします(図15)。
8.  トップテザーベルト(Z)の固定位置(上部ISOFIX取付金具位置)へ、トップテザーベルトのフックをつなぎます。
9.  トップテザーベルト(Z)にゆるみ、たるみ、ねじれ等が無いように強く引っ張り、ベルトの長さを調節します。トップテザーベルト
が十分に引っ張られると、トップテザーベルトのインジケータ(Z)が緑色になります(図16)。
10. 長さを調整後、余ったベルトは巻いて丸め、面テープで束ねてください(図17A)。
11. 本製品を車両座席から取り外すには、ISOFIXコネクタロック解除ボタン(T)を押し、ISOFIX下部取付金具から外してください(図
18)。トップテザーベルトを取り外すには、長さ調整ボタンを押し、ベルトを伸ばす要領でテンションを緩め、フックをISOFIX上部取
付金具から外してください。その後、ISOFIXコネクタを本体に収納するために、ISOFIXコネクタを左右同時に押し込みます。
12. 本製品にお子さまを座らせるには、第6章を参照してください。

■警告■
・本書に記載されている以外の方法での設置は行わないでください。お子さまの安全が損なわれる恐れがあります。
■警告■
・本書での説明および図は、本製品を右後部座席に取り付ける場合の手順です。  他の位置に取り付ける場合は車両シートベルト位置
等をその座席レイアウトに併せ、同じ手順で取り付けてください。車両シートベルトを通す位置は、本製品に赤色の目印で示してい
ます。
1. 車両の取扱説明書や車種適合リスト等で設置することが許可されている座席を確認し、本製品の設置位置を決めます。その座席へ
本製品を置きます(図19)。
■警告■
・車両座席のヘッドレストが、本製品と干渉していないことを確認してください。ヘッドレストが本製品と干渉する場合は、干渉し
ない位置まで引き上げるか外してください(図19A)。
2.  車両シートベルトをゆっくりと引き出し、腰ベルトガイド(グループ1用)(P)へ通します(図20)。
3. 車両シートベルトにねじれが無いよう反対側の腰ベルトガイド(グループ1用)(P)へ通し、車両シートベルトの差し込み金具を
車両側バックルに差し込み固定します(図21)。
4.  肩側の車両シートベルトを、クランプレバーを開けた状態でロックオフデバイス(N)へ通します(図22)。
5.  本製品の座面クッション奥あたりにひざを乗せ、体重をかけるなどをし、車両座席の座面に製品を沈み込ませます。その上で、 
肩側の車両シートベルトのバックル付近を強く引っ張り、腰側の車両シートベルトにしっかりテンションが掛かる状態にします。そ
の後、ゆるみ/たるみ/ねじれを取り除き肩側の車両シートベルトを車体のシートベルト巻き取りき方向へ引っ張ります(図23)。

1（9～18kg）
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6. 車両シートベルトのゆるみ/たるみ/ねじれが無いことが確認できた後、クランプレバー(O)を閉じます(図24)。
7. 本製品が所定の位置にしっかりと設置され、車両の座席に正しく固定されていることを確認します。本体シートベース部に手を添
え前後に動かした時、大きく動かないこと(目安:3cm以内)、車両シートベルトが緩んでいないことを確認してください。本製品が車
両の座席にしっかりと確実に設置されていない場合は、取り付けの手順に従い、再度取り付けてください。
■警告■
・車両シートベルトはまっすぐ伸びており、ゆるみ/たるみ/ねじれが無いことを必ず確認してください。
・車両のシートベルトは、必ず本書に図示している方法で固定してください。
・肩側の車両シートベルトは、車体のシートベルト巻き取り機に近い側のロックオフデバイス(N)のみで留めてください。
・車両シートベルトの巻き取り機が、車両座席の背もたれよりも後方にあることを確認してください(図48)。
・本製品にお子さまを座らせる方法は、第6章を参照してください。

6. グループ1のお子さまの乗せ降ろし
・本製品を適切に設置した後、以下の手順でお子さまを乗せます。
1. アジャスタボタン(H)を押しながら、ハーネスベルト(E)の下部を左右とも持ち、前方へ引き出します(図25)。
■警告■
・ハーネスベルトは必ず左右同時に引っ張ってください。片側ずつ引っ張るなどした場合、故障の原因となります。

2. バックル/差込タング(F)の赤いボタンを押し、差込タングを外します(図26)。
■警告■
・サポートクッション(一部モデルのみに付属)(J)は、体重11kgまでのお子さまにお使いいただけます。11kgを超えた場合は取り外し
てください。

3. お子さまを深く座らせ、ハーネスベルトに腕を通します。その後、左右の差込タング(F)を組み合わせ(図27)、バックルに差し込み
ます(図27A)。
4. ヘッドサポート(B)上部にあるヘッドサポート/ハーネスベルト高さ調整レバー(A)を操作し(図28)、ハーネスベルト(E)の高さ位置を
お子さまの肩の位置に合わせます(図29)。
5.アジャスタベルト(I)を手前に引き、ハーネスベルト(E)の肩部左右および腰部をお子さまの身体にフィットするよう締めます(図
30)。ハーネスベルトとお子さまの身体の間に指1本程度入るくらいが適切な長さです。
■警告■
・お子さまを座らせた後は、ハーネスベルトにゆるみ/たるみ/ねじれが無いことを確認してください。お子さまを適切に拘束できな
かったり、首にベルトが巻き付くなどして窒息するおそれがあります。

6. お子さまを本製品から降ろす時は、1,2の手順に従いハーネスベルトを緩めたうえで降ろしてください。

7.グループ1（9～18kg）からグループ2/3（15～36kg）への切り替え
本製品のモードをグループ1からグループ2/3へ変更する場合は、以下の手順に従ってください。
1.  アジャスタボタン(H)を押しながら、ハーネスベルト(E)の下部を左右とも持ち、可能な限り前方へ引き出し、ベルトのテンショ
ンを緩めます(図32)。
2.  サポートクッション(一部モデルのみ付属)(J)を取り付けて使用している場合は、取り外します。
3.  トップテザーベルト収納カバー(V)を開き、ベルトがジョイントされている箇所を露出させます。その後、肩パッド(D)のループ
部をフックから取り外します(図33)。
4.  ハーネスベルト(E)は、ベルトスプリッタから取り外します(図34A)。その後、ベルトスプリッタは専用の収納スペースのフック
へ引っ掛け(図34B)、アジャスタベルトを引き締めます。
5.  ハーネスベルト(E)と肩パッド(D)は本体通し穴から前方へ引き出します(図35)。
6.  バックル/差込タングの赤いボタンを押し、差込タングを外します(図36)。
7.  股パッド(G)を取り外します(図37)。後で使用するため、紛失等が起こらないよう管理/保管してください。

てください。その後、腰ベルトポジショナーを取り出します(図38A)。バックル(F)は座面カバー下の専用の収納スペースに収納しま
す(図38B)。
9. 本体カバーのゴムフック/スナップボタン等を外し、本体からカバー全体を取り外します(図39)。
10.差込タング(F)は本体座面の左右の専用収納スペースに収納します(図40)。ハーネスベルト(E)は巻いて丸め、左右の専用収納ス
ペースに収納します(図41)。
11. 肩パッド(D)は重ね合わせ(図42)、トップテザーベルト収納カバー(V)の内側へ収納します。
12. 本体カバーと股パッド(G)を本体へ戻します。

・本製品をこのモードで設置し、お子さまを乗せられる場合は、第7章の手順に従い本製品のモードをグループ1用からグループ2/3
用に変更します。
また、ISOFIX取付装置を使用して本製品を設置するには、第4章の手順に従い取り付けてください(図5～17B)。

1. ISOFIXコネクタ延伸レバー(M)のボタン1を手前へ倒し、ボタン2を引きます(図5)。
2. ISOFIXコネクタ延伸レバー(M)を引くと、ISOFIXコネクタ(R)がバネの力で背もたれの最下部から突出します(図6)。バネの力で突出
しますが、完全に突出してない場合は更に手で引き出し、完全に引き出されていることを確認してください。

8. グループ2/3のお子さま（15～36kg）の乗せ降ろし、3点式シートベルトとISOFIX取付装置を併用する場合の本製品の設置のし
かた
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■警告■
・ISOFIXコネクタ(R)の先端や溝へ手や顔を近づけないようにしてください。バネの力で突出する構造のため、思わぬ怪我をする恐れ
があります。

3. トップテザー収納カバー(V)を開き、トップテザーベルト(Z)を取り出します(図7)。トップテザーベルト(Z)は、設置作業の過程で邪
魔にならないよう、シートの上などへよけてください(図8)。
4.  車両の取扱説明書や車種適合リスト等で設置することが許可されている座席を確認し、本製品の設置位置を決めます。
■警告■
・本製品と車両の座席の間、または本製品と車両ドアの間に、物が挟まっていないことを確認してください。

5. ISOFIXコネクタ(R)を、車両座席の下部ISOFIX取付金具固定します(図9)。
■警告■
・ISOFIXコネクタ(R)が正しくロックされた場合、ISOFIXインジケータ(S)は緑に切り替わっています。本製品を手前に引き、確実に
ロックされているかを点検してください(図10)。

6. 本製品を車両座席の背もたれに接するようにしっかりと押し込んでください(図11)。車両座席にリクライニング機能がある場合は、
本製品のシートベースと座席ができるだけ密着するよう、座席の背もたれを前方へ起こしてください。座席形状によりシートベースを
背もたれへ密着させることが難しい場合や、リクライニング機能が無い場合は、可能な限りISOFIXコネクタ(R)周辺を背もたれ下部へ
接近させてください。
本製品を完全に固定するには、必ずトップテザーベルトで固定する必要があります。
■警告■
・本製品のトップテザーベルト(Z)を車両に固定する位置については、車両の取扱説明書を参照してください。トップテザーベルト(Z)
を固定するための上部ISOFIX取付金具の位置は、特定のラベル(図12)で示され、図12A、12B、12C、12D、または12Eなどの位置に
あります。
■警告■
・トップテザーベルト(Z)を固定するために使用する車両側の留め具が、チャイルドシート固定用のものであることを確認してくださ
い。バッグ類をかけるために使用する留め具などと混同しないでください(図13)。
■警告■

は絶対に、通さないでください(図14)。

7.  トップテザーベルト(Z)の長さ調整ボタンを押し、トップテザーベルトを伸ばします(図15)。
8.  トップテザーベルト(Z)の固定位置(上部ISOFIX取付金具位置)へ、トップテザーベルトのフックをつなぎます。
9.  トップテザーベルト(Z)にゆるみ、たるみ、ねじれ等が無いように強く引っ張り、ベルトの長さを調節します。トップテザーベル
トが十分に引っ張られると、トップテザーベルトのインジケータ(Z)が緑色になります(図16)。
10. 長さを調整後、余ったベルトは巻いて丸め、面テープで束ねてください(図17A)。

・お子さまを座らせるには、以下の手順に従います。
11. 車両シートベルトをゆっくりと引き出し、ヘッドレスト下部の肩ベルトガイド(C)へ通します(図44)。この際、車体のシートベルト
巻き取り機に近い側の肩ベルトガイド(C)を使用してください。
12. お子さまを深く座らせ、お子さまの背中が背もたれにフィットしていることを確認します。
13. 腰側の車両シートベルトを腰ベルトガイド(グループ2/3用)(L)へ通します。車両座席のベルトバックに近い側の腰ベルトガイド(グ
ループ2/3用)(L)へは、車両シートベルトの肩側と腰側を重ねて通してください。その後、車両シートベルトを車両座席のバックルに
固定します(図45)。腰側のシートベルトは、座面から出ている腰ベルトポジショナーに引っ掛けます。
14.  ヘッドサポート(B)上部にあるヘッドサポート/ハーネスベルト高さ調整レバー(A)を操作し(図28)、ヘッドサポートの高さ位置を
お子さまの肩の位置に合わせます(図46)。この際、肩ベルトガイド(C)は肩の高さと同じか、肩よりも2cm程度上方に位置するよう調
整してください。
15.  車両シートベルトのゆるみ/たるみ/ねじれが無いことを確認してください。
■警告■
・お子さまを座らせた後は、車両シートベルトにゆるみ/たるみ/ねじれが無いことを確認してください。また、設置後の使用過程でゆ
るみ等が発生した場合も、車体のシートベルト巻き取り機へ手動で戻し、ゆるみ等を取り除いてください(図47)。お子さまを適切に拘
束できなかったり、首にベルトが巻き付くなどして窒息するおそれがあります。
・肩側の車両シートベルトが、お子さまの肩に正しくかかっており、首を締めつけていないことを確認してください。必要に応じて、
ヘッドサポート(B)の高さを調節してください。
・車両シートベルトの巻き取り機が、車両座席の背もたれよりも後方にあることを確認してください(図48)。

・グループ2/3用からお子さまを降ろすには、以下の手順に従います。
16.  車両シートベルトのバックルを解除し、差し込み金具を取り外します。
17.  お子さまの身体から車両シートベルトを取り外します。
18.  お子さまを本製品から降ろします。
19. 本製品を車両座席から取り外すには、ISOFIXコネクタロック解除ボタン(T)を押し、ISOFIX下部取付金具から外してください
(図18)。その後、ISOFIXコネクタを本体に収納するために、ISOFIXコネクタを左右同時に押し込みます。
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9. グループ2/3（15～36kg）のお子さまの乗せ降ろし、3点式シートベルトのみを使用する場合の本製品の設置のしかた
■警告■
・本書での説明および図は、本製品を右後部座席に取り付ける場合の手順です。  他の位置に取り付ける場合は車両シートベルト位
置等をその座席レイアウトに併せ、同じ手順で取り付けてください。車両シートベルトを通す位置は、本製品に赤色の目印で示して
います。

1. 車両の取扱説明書や車種適合リスト等で設置することが許可されている座席を確認し、本製品の設置位置を決めます。その座席
へ本製品を置きます。
2. 車両シートベルトをゆっくりと引き出し、ヘッドレスト下部の肩ベルトガイド(C)へ通します(図44)。この際、車体のシートベルト
巻き取り機に近い側の肩ベルトガイド(C)を使用してください。
3. お子さまを深く座らせ、お子さまの背中が背もたれにフィットしていることを確認します。
4. 腰側の車両シートベルトを腰ベルトガイド(グループ2/3用)(L)へ通します。車両座席のベルトバックに近い側の腰ベルトガイド(グ
ループ2/3用)(L)へは、車両シートベルトの肩側と腰側を重ねて通してください。その後、車両シートベルトを車両座席のバックルに
固定します(図45)。腰側のシートベルトは、座面から出ている腰ベルトポジショナーに引っ掛けます。
5. ヘッドサポート(B)上部にあるヘッドサポート/ハーネスベルト高さ調整レバー(A)を操作し(図28)、ヘッドサポートの高さ位置をお
子さまの肩の位置に合わせます(図46)。この際、肩ベルトガイド(C)は肩の高さと同じか、肩よりも2cm程度上方に位置するよう調整
してください。
6. 車両シートベルトのゆるみ/たるみ/ねじれがあれば取り除いてください。

■警告■
・お子さまを座らせた後は、車両シートベルトにゆるみ/たるみ/ねじれが無いことを確認してください。また、設置後の使用過程で
ゆるみ等が発生した場合も、車体のシートベルト巻き取り機へ手動で戻し、ゆるみ等を取り除いてください(図47)。お子さまを適切
に拘束できなかったり、首にベルトが巻き付くなどして窒息するおそれがあります。
・肩側の車両シートベルトが、お子さまの肩に正しくかかっており、首を締めつけていないことを確認してください。必要に応じ
て、ヘッドサポート(B)の高さを調節してください。
・車両シートベルトの巻き取り機が、車両座席の背もたれよりも後方にあることを確認してください(図48)。

・グループ2/3用からお子さまを降ろすには、以下の手順に従います。
7. 車両シートベルトのバックルを解除し、差し込み金具を取り外します。 
8. お子さまの身体から車両シートベルトを取り外します。
9. お子さまを本製品から降ろします。

■警告■
・本製品を使用しないときも必ず車両に固定し、車両シートベルトの差込金具をバックルへ留めてください。急ブレーキの時などに
車内に転がり危険です。
。
10. ハーネスベル ープ1（9～18kg）のお子さま用への戻しかた

・第7章の手順と逆の手順で作業をします。
11. ヘッドサポートの高さ調節のしかた
・本製品は、お子さまの成長に合わせ、ヘッドサポートの高さを調節することができます。以下の項目に注意し、適切な位置に調節
して使用してください。

1.  お子さまの頭部を常に適切な位置で保持し、しっかりと保護していること(グループ1/2/3)。
2.  本製品のハーネスベルト(E)が、常に適切な高さ(肩の高さ)であること(グループ1)。
※ヘッドサポートサイドの赤ラインが上限の目安です。

3.  肩側の車両シートベルトが、肩ベルトガイド(C)に通されており、常に適切な高さ(肩の高さ)であること(グループ2/3)。

・ヘッドサポート(B)上部にあるヘッドサポート/ハーネスベルト高さ調整レバー(A)を操作し、お子さまの体格に合わせた適切な高さ
へ調節します(図28)。
12. リクライニング角度の調節のしかた
■警告■
・グループ1の場合、3段階のリクライニング角度(本体ラベル△1～3の位置)で使用することが可能です(図49)。
・グループ2の場合、2段階のリクライニング角度(本体ラベル△1～2の位置)で使用することが可能です(図50A)。
・グループ3の場合、リクライニング機能を使用することができません。本体ラベル△1の位置でのみ使用してください(図50B)。

・各グループで指定されたリクライニング角度で使用してください。指定以外の角度で使用すると安全性が損なわれ危険です。
・本製品のリクライニング角度を変更させる場合は、リクライニングレバー(K)を手前へ引き、それぞれのモードで使用可能な角度位
置へ設定します。車両シートベルトのゆるみ等の原因となるため、お子さまを座らせる前にリクライニング操作をしてください。

■警告■

・リクライニング角度を調節した後は、必ずハーネスベルト(E)や車両シートベルトにゆるみ/たるみ/ねじれがないことを確認してく
ださい。

の
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13. お掃除とお手入れのしかた
・本製品の縫製品(カバー類)は着脱可能で、洗濯することができます。洗濯する場合は、縫製品のタグに記載されている洗濯表示を参
照してください。以下に本製品で利用できる洗濯マークを示します。

30℃のお湯で洗濯機を使用できます

漂白剤を使わないでください

回転式乾燥機を使わないでください 

アイロンを使わないでください

ドライクリーニングを行わないでください

■注意■
・脱水機の使用はしわの原因となるため推奨いたしません。手で軽く絞り平干しをお勧めいたします。
・研磨剤入りの洗剤または溶剤は絶対に使用しないでください。
・液温は30℃までとしてください。
・蛍光増白剤や塩素系漂白剤は使用しないでください。
・洗濯機の使用は可能です。
・色褪せ等の原因となるため、陰干ししてください。
・色落ちすることがありますので、他のものと一緒に洗濯しないてください。
縫製品(カバー類)を本体シェルから取り外す場合は、以下の手順に従ってください。
1. 本製品のモードがグループ1の場合に限り、事前準備として第7章「グループ1（9～18kg）からグループ2/3（15～36kg）への切り
替え」で説明している手順の1～7に従ってください。
2. 肩ベルトガイド(C)からゴムループを取り外します(図51)。

52)。その後カバー全体を取り外します。

します(図53)。
5. 腰部から背部のカバーを取り外します。

7. 本体シェル最上部のフックからゴムループを外します(図55)。
8. 最上部からカバー全体を取り外します(図56)。
・縫製品(カバー類)を本体シェルへ再装着する場合は、上記手順とは逆の手順で作業を行ってください。
樹脂部品と金属部品の洗浄
・樹脂部品と金属部品は、軽く湿らせた布で汚れを落とす程度にとどめてください。研磨剤入りの洗剤または溶剤は絶対に使用しないで
ください。
・本製品の可動部品には注油しないでください。
ハーネスベルトの洗浄
・通常は 、軽く湿らせた布で汚れを落とす程度にとどめてください。
・汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めた液で汚れを落としてから水拭きし、陰干ししてください。
日常点検
・以下の構成部品については、状態を定期的に点検し、損傷や摩耗がないかどうか確認することをお勧めします。
・繊維品(カバー類)：パッドが縫い目から飛び出していないことを確認します。  縫い目の状態を点検し、ほつれや破れがないことも確
認してください。
・ハーネスベルト/アジャスタベルト：ほつれ等が発生しておらず、アジャスタボタン、股パッド、肩パッド、ベルト挿入口、ベルトス
プリッタ等の周辺で、摩耗していないことを確認します。
・樹脂部品：摩耗、損傷、退色がないことを確認します。
■警告■
本製品に損傷、変形、または極端な摩耗などが発生している場合は、本来の安全特性が損なわれている可能性があるため、交換が必要で
す。
本製品の保管
長期間使用しないときは、車両から取り外して保管してください。本製品の保管場所は紫外線や高温多湿な環境、火気、ほこり等から避
け、直射日光が当たらず、風通しが良く、お子さまの手の届かない場所を選んでください。
本製品の廃棄
・本製品を廃棄するときは、お住まいの各自治体の規定に従ってください。
・廃棄するときは、再利用されないように縫製品(カバー類)などを外してください。
・衝突事故や落下によって強い衝撃を受けたチャイルドシートは、外見上の破損は見られなくても絶対に使用しないでください。すみや
かに廃棄してください。
製品保証
・保証書の規定に基づき保証いたします。
車両座席の保護
・本製品の使用によって車両の座席や内装が損傷を受ける可能性があります。UN R44/04では、チャイルドシートは車両に確実に固定
することを義務付けています。チャイルドシートを取り付けの際は、車両の座席(シートカバー等)が破損しないよう注意してください。
アルツァーナジャパン株式会社とその販売会社は車両の座席や内装の損傷に対する一切の責任を負いません。
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発売元： アルツァーナジャパン株式会社
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-5-15
新大阪セントラルタワー10F
コールセンター 0120-356-434（フリーコール）

製造元： Artsana S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (CO) Italy
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