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この製品は、一般家庭で字L幼児を乗せ、外気浴、日光浴、買い物などに使用するための一人乗り乳母車 (ベビー

カー)で す。

●対象年齢 :生後 2カ 月以上満 2才 まで

●望ましい連続使用時間 :2時 間以内

製品を使用する上でご理解いただきたい警告および注意事項を記載 しています。ここに記載 した内容を無視 し

た場合、お子さまおよび保護者の方が重大な傷書を被る恐れがあります。よくお読みの上、製品をこ使用くだ

さい。

△ 警 告 取り扱いを誤ると、重大な事故につながる恐れがあります。

●乳幼児が落ちたり、ベビーカーが折りたたまれる恐れがあります。

[走行 してはじHナない状態]

開閉ロ ックが下がつて

十間に空きがある
(ロックされていない).

開閉構造や八ン ドル切り替えのロックが確実にかかつ

ていること (完全に開しヽた状態であるか)を確認 して

からこ使用ください。

階段、エスカレーター、段差のあるところでは使用 し

ないでくださしヽ。また、砂場、砂浜、河原、めかるみ

などの悪路では使用 しないでください。

乳幼児を乗せたままベビーカーを持ち上げなしヽでくだ

さい。手がすべつたり、フロン トガー ドがはすれたり

する恐れがあります。

破損、異常が発生 した場合|よ、即座に製品の使用を中

止 してください。そのまま使用すると、重大な事故に

つながる恐れがあります。

破損、異常の状況を、すぐにお客様相談室にこ連絡く

ださしヽ。

お客様相談室/〒339埼 玉県岩槻市t勾上新田2アl    TEL(048)フ 9フー]00①

お客様相談室/〒542大 阪痢大阪市中央区南n台場21-lo TEL(06)263-4111

(西日本担当)



●乳幼児が落ちる恐れがあります。

股ベル ト・腰ベル トを必す締めて使用 してくださしヽ。  乳 幼児をベビーカーの中で立たせないでくださしヽ。

● ベビーカーが転倒して、乳幼児が落ちる恐れがあります。

●ベビーカーが動き出したり、転倒する恐れがあります。

ベビーカーに同時に二人以上の乳

幼児を乗せないで ください。ま

た、乳幼児をシー ト以外のところ

に乗せないでくださしヽ。

乳幼児や荷物を乗せたときに|よ、

ス トッパーを過信 しなしヽでくだ

さしヽ。

乳幼児を乗せてしヽるとき、カゴ以

外のところに荷物を乗せたり、つ

るしたりしなしヽでくださしヽ。

ベビーカー|よ、空車であつても坂

の途中、車道に近しヽ歩道上など、

危険な場所に放置 しなしヽで くだ

さしヽ。

ベビーカー使用中に、八ン ドルに

よりかかつたり、過度の荷重をか

|ナなしヽでくださしヽ。

乳幼児を乗せたまま、ベビーカー

から離れないでください。



△  注  意   取 り扱いを誤ると傷書を負つたり、ベビーカーが破損する恐れがあります。

●シー トやアームレス トカバーを取りはすしたまま、乳幼児をベビーカーに乗せなしヽでください。

すき間に手や足などをはさむ恐れがあります。

●幼児、子供にベビーカーを操作させないでください。転任」や、思わぬ事故につながります。

●ベビーカーの開閉やリクライニング操作時には、他の人に触れさせなしヽでください。指をはさん

だりする恐れがあります。

●空車であつても、フロン トガー ドをもつてベビーカーを運ばないでください。ベビーカーが急に

折りたたまれたり、フロン トガー ドが|よすれたり、手がすべつてベビーカーが落下する恐れがあ

ります。

●乳幼児を乗せる以外の目的でベビーカーを使用しなしヽでください。ベビーカー本来の目的以外に

使用すると、破損する恐れがあります。

●ベビーカーに大人が腰かけたり、過度な荷重を加えなしヽでください。破損、故障の原因となり

ます。

●ベビーカーを押すときは歩いてください。走ると、キヤスターの動きが悪くなつたり、事故につ

ながる恐れがあります。

●買い物カゴには重い荷物を入れないでくださしヽ。カゴ取り付けホルダーが破損する恐れがあり

ます。

●踏切を渡るときは、できるだ|サ線路に直角に進んでください。ななめに渡ると、車輪を取られた

り、線路のミゾに車輪がはさまる恐れがあります。

●雪が積もつてしヽるところや凍結 したところなど、すべりやすい路面では使用しないでください。

ベビーカーだけでなく、保護者も転1至」する恐れがあります。

●風の強いときはベビーカーを使用しないでください。ベビーカーが勝手に動き出したり、転仁」す

る恐れがあります。

●雷のときは使用しなしヽでください。ベビーカーに落雷する恐れがあります。

●火の近くや、高温になる場所にベビーカーを放置、保管しないでくださしヽ。故障、変形の原因と

なります。

●荷物などを重ねたり、圧力が力日わるような状態で保管しないでくださしヽ。故障や変形の原因とな

ります。

●むやみにベビーカーを改造、分解をしないでください。故障の原因となるだけでなく、けがをす

る恐れがあります。

●ベビーカーを使用する前に、ネジやナットがゆるんでいなしヽか確認してください。もしゆるみが

あったら、ベビーカーの使用を中止 し、お客様相談室にこ連絡くださしヽ。

0



チェルシー の各部のなまえを次に示 します。取扱説明書を読むための参考にしてください。

日除け

アーム レス トカ八一

ガー ドジョイントボタン
(左右 iアームレス ト
先端下側)

フロントガー ド

l要ハ■レト

月父ンペ)レト

ステップ

ガー ドキャップ
(左右 i座面に収納)

足のせバー

キャスター回ックレバー

(左右前車輪)

リクライニンクレバー

カゴフックホルダー

ブ(ンドルグリップ

ノ(ン

国除けレバー (左右)

八ンドルロック (左右)

アームレスト(左右)

ロックピン (左右)

買い物力」

開閉ロック (左右)

卜カブヾ一

ゴムひも
(左右)

力」取 り付けホルダー

(左右)

力」取 り付けスライ ド
(左右)

梱包品一覧

箱の中に|よ次のものが入つています。箱を開

けたらすべてlBlっているか確認 してください。

●チェルシー 本体

●アームレス トカバー 1左右各 ]点

●フロン トガー ド

●フロン トカバー

0国 除け

●買い物カゴ

●「コンビ チェルシー 取扱説明書」(本書)

内働いゆ

LOT NOス テッカー

カヨフック

ス トッパー (左右後車輪)

軸受プレー ト



組み立てる前に、裏表紙 「品質保証書」に次の頂目を記入してください。

●LOT NO(背 もたれの裏側に貼つてあるシールに記載されています)

0お 客様のお名前 。こ住所 。電話番号

●お買い上げ日

●販売店名

チェルシーの組み立て方を説明 します。こ使用の前に、アームレス トカバー、フロン

プ)を 必す取り付けてください。この 2つ の部品を取り付けるまでは、チエルシー

続けて、フロン トカバー、日除け、買しヽ物カゴを取り付けてくださしヽ。

トガー ド(またはガー ドキヤッ

を使用しなしヽでください。

●ベビーカーを開くときは他の人に触らせないでくださしヽ。手をはさむ恐れがあります。

●子供にベビーカーを操作させなしヽでくださしヽ。転倒や思わぬ事故につながる恐れがあります。

①八ンドルグリップの左右のアジヤス トボタンを同時

に押しながら、八ンドルグリップを起こしてまつす

ぐにしてください (梱包時は八ンドルグリップが折

り曲げられてしヽます)。

②左右の開閉ロツクを、つま先で片方すつ押し下げて

ください。ベビーカーの回ックが解除され、開ける状

態になります。

③八ンドルグリップを握り、ベビーカーを持ち上げて

くださしヽ。または、アームレストの先端を手で押し下

げてくださしヽ。ベビーカーが開きます。

以上でベビーカーの開き方は終わりです。

アームレストカパーを取り付けていない場合は、続けて

アームレストカパーを取り付けてください。

八ンドル 八 ンド)レグリップ
アジャス ト

八ンドル
アジャスト
ボタンボタン

(上の図では、各部品を取り付けた状態で説明しています)



△ 注 意

●アームレス トカバーを取りはすした状態で、お子さまをベビーカーに乗せない

でくださしヽ。すき間に手や足をはさむ恐れがあります。

●破れやほつれが発生したアームレス トカバー|よ使用しないでください。アーム

レス トカバー内のウレタンをお子さまが飲み込む恐れがあります。

●ベビーカーを使用する前に、アームレス トカバーが正しい位置に取り付けられ

ているか確認してください。正ししヽ位置に取り付けられてしヽない状態で背もた

れを上げると、アームレス トカバーは変形します。

【取り付け方】

① ]①ページ 「リクライニングの使しヽ方」を参照して

背もたれを一番寝かせた位置まで仁Jしてください。

②アームレス トカバーの左右を確認してください。

③ アームレス トカバーの白い突起を、アームレス ト前

方 (フロン トガー ド側)の内側の穴に差し込んでくだ

さい。

④ アームレス トカバーを背もたれ1貝Jに水平にスライ ド

させてくださしヽ。

⑤ アームレス トカバーのホック (オス)をアームレス ト

のホック (メス)に とめてください。

アームレス トカパーを取 り付けたら、続けてフロン ト

ガー ドを取り付けてください。

【取りはすし方】

010ペ ージ 「リクライニングの使い方Jを 参照して、

背もたれを一番寝かせた位置まで任」してください。

②アームレストカバーのホック(オス)をアームレスト

からはすしてください。

①アームレストカバーを水平にスライドさせてくださ

い。アームレストカバーがはすれます。

(上の図では、フロントガー ドを取り付けた状態で説明しています)



△ 警 告

ガー ドキャップを取り|よすしたまま放置 しないでくださしヽ。お子さまが飲み込んで窒息する恐れがあります。

△ 注 意

●フロン トガー ドまたはガー ドキャップは確実に取り付けてください。取り付けが不完全な場合、お子さまが指を

はさんだリガー ド穴に指を入れたりしてけがをする恐れがあります。

●フロン トガー ドをつかんでベビーカーを持ち運ばないでください。手がすべつたり、フロン トガー ドが よすれた

りしてベビーカーが落ちる可能性があります。

【フロントガー ドの取り付け方】

①正面のC'MBI  で 上下を確認してください。

②アームレストのガー ド穴に、「カチッ」と吉がするま

でフロントガー ドをまつすぐに差し込んでください。

③ フロントガー ドを引つ張り、確実に取り付けられた

ことを確認してください。

【フロントガー ドの取りはすし方】

左右片方すつ、ガー ドジョイントボタンを押しながら、

フロントガー ドを引き抜いてくださしヽ。

フロントガー ドを取りはすして使用する場合は、必す

ガー ドキャップを取り付けてください。

【ガー ドキヤツプの取り付け方】

①座面のシー トをめくつてください。

②座画の裏からガー ドキヤップを押し上|ザて取りはす

してください。

①上下を確認して、ガー ドキヤツプをガー ド穴に差し

込んでくださしヽ。

ガー ドキャッ

【取り付け方】

①フロントカバーの上下を確認してくださしヽ。

②左右のゴムひもをロックピンにかけてください。

①足のせとフロントガー ドにかlSlせてください (フロ

ントカバーの底は、足のせの下になるようにしてく

ださい)。

ガー ド穴

【ガー ドキヤツプの取りはすし方】

0)下図のように、コインをガー ド穴の下から 「カチッJ

と吉がするまで差し込んでください。ガー ドキヤッ

プがはすれます。

0座 面のシー トをめくり、取りはすしたガー ドキヤツ

プを、座画の所定の位置に取り付けてください。

【取りはすし方】

左右のロックピンから、ゴムひもをはすしてください。

Jムひも

ロックピン

ガー ドジョイントボタン



【取り付け方】

①日除けの前後を確認してください。

②図Aを 見て、左右のジョイント部を差し込んでくだ

さい。

【ひろげ方】

①図Bの ように、日除けを開しヽてくださしヽ。

②図Cを 見て、国除けレパーを指で押し下げてくださ

い。国除けが固定されます。

【たたみ方】

①図Dを 見て、国除けレパーを指で押し上げてくださ

い。国除けの固定が解除されます。

②図Bの ように、日除けを閉じてくださしヽ。

【取りはすし方】
ベビーカーをおさえながら、図 Aを 見て左右片方すつ

国除|ナのジョイン ト部を引き抜いてくださしヽ。

●角のとがつた荷物を入れなしヽでくださしヽ。買い物カゴが破れる恐れがあります。

●重い荷物を入れないでくださしヽ。カゴ取り付けホルダーが破損する恐れがあります。

【取り付け方】

①図を見て、買しヽ物カゴの前後を

確認してください。

②左右片方すつ、カゴ取 り付けス

ライ ドを 「カチッ」と音がするま

でカゴ取 り付けホルダーに差 し

込んでくださしヽ。

【たたみ方】
買い物カゴを使用 しないとき|よ、カゴフックを背もたれ

背部のカゴフックホルダーにかけてくださしヽ。

【取りはすし方】

①カゴフックホルダーからカゴフックをはすし、買しヽ

物カゴを開しヽてください。

②ベビーカーをおさえながら、左右片方すつ強く引き

抜いてくださしヽ。

日除けレバー

カゴ取り付け
スライド



△ 警 告

開閉構造および八ン ドルロックがかかつていること

を確認してから、チェルシーを使用してくださしヽ。

ロックがかかつていない状態で使用すると、チェルシ

ーが急に折りたたまれる恐れがあります。

[走行できる状態]

開閉ロックが上がつて、

間に空きがない

(ロックされている).

[走行してはいけない状態]
開閉ロックが下がつて、

間に空きがある
(ロックされてしヽない)。

チェルシーの使い方を説明します。「組み立て方」に沿つて部品を取り付けてから、チエルシーを使用 してくださしヽ。

空車であつても、ベビーカーから離れるときは必す左右のス トッパーをロックして

ください。ス トッパーをロックしないと、ベビーカーが動き出す恐れがあります。
解 除

ス トッパーにロックをかけるとき、ス トッパーを下に降

ろしてくださしヽ。

ロックを解除するとき、ス トッパーを上げてください。

イ

ゴ/
,

ロックが
かかつた状態

お子さまや荷物を乗せた状態で停車するときは、ス トッパーをかけてしヽてもベビーカーから離れたり目を離したり

しないでくださしヽ。お子さまや荷物の重さで、ベビーカーが動き出したり転侮Jする恐れがあります。

△ 注 意

坂道や凹凸のある路面を走行するときは、キヤスターをロックしてください。ベビーカーが押 しやすくなります。

平坦な路面を走行するとき|よ、キヤスターのロックを解除してください。方向転換 しやすくなります。

△ 注 意

キャスターをロックする場合、図を参照 して正 ししヽ位置にロックしてください。正しい位置にロックしないでベ

ビーカーを使用すると、押 しづらいだけでなく故障する恐れがあります。

【キャスターをロックするとき】

①図を参照してキヤスターを正しい位置にしてください。

②キヤスターロツクレバーを上げてください。キャス

ターがロックされます。

【ロックを解除するとき】

キャスターロックレバーを降ろして

文
ｒ
…
ヤ
聡

□

対画位置でのロック位置

こちらlBlでロツクください。ロックが解除されます。 ロ ック



△ 注 意

●お子さまを乗せた状態でリクライニング操作をするとき|よ、静かに操作してください。勢いよく操作すると、お

子さまが思わぬけがをする恐れがあります。

●ベビーカーを押しながらリクライニング操作をしないでください。ベビーカーが思わぬ動きをする恐れがあります。

●背もたれの角度が急に変わらないように静かに倒してください。勢いよく操作すると、故障の原因になります。

●リクライニング操作をするときは、必すリクライニングレバーを握つて操作 してください。リクライエングレ

バーを使わないで操作すると、故障する恐れがあります。

背もたれのリクライエング角度|よ4段 階の調整ができます。お子さまの様子にあわせて角度を調整 してください。

① リクライニングレバーを握りながら、背もたれを希

望の角度にしてください。リクライエング角度は4

段階の調整ができます。

② リクライニングレバーから手を離してください。背

もたれが固定されます。

リクライニンクレ八一

八ン ドルは、保護者の方の身長にあわせて高さを調整できます。また、背面位置と対面位置の切り替えができます。

△ 注 意

●ベビーカーを押 しながら、八ン ドルの高さ調整および八ン ドルの向きの切り替えをしないでくださしヽ。ベビー

カーが思わぬ動きをする恐れがあります。

●お子さまを乗せたまま八ン ドルを切り替えるときは、お子さまの動きに十分注意してくださしヽ。八ン ドルとアー

ムレス トの間にお子さまが手や足をはさみ、十サがをする恐れがあります。

【Aン ドルの高さを調整するとき】

①左右の八ンドルアジャス トボタンを同時に押しなが

ら、八ンドルグリップの角度を変えてください。

②八ンドルアジャストボタンから手を離してください。

八ンドルグリップがロックされます。

③八ン ドルグリップがロックされたか確認 してくだ

さい。

八ンドサレ ブ ンヽド)レクリップ 八ン ドル
アジャス ト

【Aン ドルの向きを切り替えるとき】

①左右の八ンドルロックを同時に引き上十ザ、そのまま

八ンドルを反対側に侮」してくださしヽ。

②八ンドル回ックから手を離してください。八ンドル

がロックされます。

③八ンドルがロックされたことを前後に八ンドルを動

かして確認してください。

アジャスト
ボタン

八ンドブレロック

ボタン



股ベル トと腰ベル トをあわせてシー トベル トと呼びます。シー トベル ト|よ、お子さまの成長にあわせて長さを調整で

きます。

△ 警 告

●お子さまを乗せるときは、たるみがないように必すシー トベル トを締めてください。シー トベル トを締めなかつ

たり、たるんでいる場合、お子さまの抜け出しや立ち上がりなどで、ベビーカーから落ちる恐れがあります。

●破れ、ほつれの発生 したシー トベル ト|よ使用しないでください。そのまま使用するとシー トベル トが切れてお子

さまがベビーカーから落ちる恐れがあります。

●シー トベル トを締めていても、万一のお子さまの抜け出しや立ち上がりには十分こ注意くださしヽ。

●腰ベル ト、差し込みバックル、股ベル トは確実に取り付けてください。取り付けが不完全な場合、シー トベル ト

がはすれてお子さまがベビーカーから落ちる恐れがあります。

●腰ベル ト|よ先端まで3c岡以上、股ベル トは先端まで5cm以 上残してください。先端までの長さが短いと、シー

トベル トが|よすれてお子さまがベビーカーから落ちる恐れがあります。

【シートベルトの締め方】

①差し込みパックルを、股ベルトに通してください。

②差し込みバックルを、バックルに「カチッ」と首がす

るまで差し込んでください。

③シートベルトが|よすれないことを確認してください。

【シートベルトのはすし方】

①パックルのボタンを指で押し込み、そのまま差し込

みバックルを抜き取つてください。

②差し込みバックルを股ベル トから抜いてください。

〔シートベルトの取りはすし方】

①差し込みパックルとバックルから腰ベル トを抜き

取つてください。

②背もたれの後ろから腰ベルトを引き抜いてください。

③座画の裏から股ベル トを引き抜いてください。

〔シートベルトの取り付け方と長さの調整】

①腰ベル トを背もたれ後ろの上下どちらかのベル ト穴

に通 してください。

②差し込みバックルを腰ベル トに取り付けてください。

③股ベルトを座面に取り付けてくださしヽ。

お子さまの成長にあわせて
長さを調整してください。

差し込み
ブヾックサレ

月受′ミサレト ブヽ ックル

腰ベルトの取り付け位置

差 し込み
ブ(ック)レ

5 c m 以 上

掲受′ミル ト



足のせを使用すると、お子さまが楽な姿勢で寝ることができます。

【足のせの使い方】

左右の足のせバーを 「カチッ」と音がするまで引き出

し、シー ト裏のホックを足のせバーのホックにとめてく

ださい。

【足のせのしまい方】

シー ト豪のホックを足のせバーのホックからはすし、足

のせバーを「カチッ」と音がするまで座画の中に押し込

んでください。

△ 注 意

何かが引つかかつていたり、|よさみ込まれている感じがあつた場合、折りたたむのをやめて原因を調べてくださしヽ。

無理に折りたたむと、部品またはベビーカーが破損する恐れがあります。

①8ペ ージ 「国除けの取り扱い方」を参照して、日除け

をたたんでくださしヽ。

②8ペ ージ 「買しヽ物カゴの取り扱い方」を参照して、買

い物カゴのフックをホルダーにかけてください。

③ ]0ペ ージ 「リクライエングの使しヽ方」を参照して、

背もたれを止まるまで立ててくださしヽ。

④ ]0ペ ージ 「八ンドルの使しヽ方」を参照して、八ンド

ルを背画位置にしてください。また、八ンドルグリッ

プをまつすぐにしてください。

⑤9ペ ージ 「キヤスターの使い方」を参照して、キヤス

ターを背面位置の正しい位置にロックしてくださしヽ。

⑥左右の開閉ロックを 「カチッ」

と音がするまで、つま先で押

し下げてください。

′

②八ンドルグリップを持ち上

げながら、前方向に力を加

えてください。ベビーカー

が折りたたまれます。

鬼 フックを

⑤ロックする



△ 注 意

●火の近く、および夏期の車内など、高温になる場所に|よ保管しないでください。故障や変形の原因となります。

●荷物を重ねたり、圧力が加わる状態で保管しなしヽくださしヽ。故障や変形の原因となります。

直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりのかからない場所に立てて保管 してください。屋外で保管する場合は、カ

バーをかけてくださしヽ。なお、車の トランクに入れて運ぶ場合|よ、買い物カゴを下にして寝かせてください。

●車体の清掃について

車輪、プラスチック部品、および金属部品の汚れは、水

を含ませてよくしぼつた布でなヽき取つてくださしヽ。

●縫製品の洗濯について

ひどい汚れは薄めた中性洗斉」を含んだ布でllしヽた後、水

を含ませてよくしぼった布で数回なヽき取つてくださしヽ。

●漂白剤や漂白斉」入り洗斉」|よ使用しないでください。

●シー ト|よ、短時間で洗い上げてくださしヽ。長時間のつけ置きは色落ちの原因となります。

●シー ト、国除け、アームレス トカバー、月受ベル ト、腰ベル ト|よ、製品の特性上若干色あせすることがあります。

●シー トの取りはすし・取り付け方

事前に、]0ペ ージ 「リクライニングの使い方」を参照して、背もたれを一番寝かせた位置まで作」してくださしヽ。

【シー トの洗濯】

シー ト|よ洗濯機で丸洗いできます。

40℃ 以下の温度の弱水流で洗つて、十分にすすいで軽

く脱水し、その後、形を整えて平干ししてください。

【シートの取りはすし方】

①左右3ヶ所すつのホックをはすしてください。

②シートを持ち、上に引き抜いてくださしヽ。

【シートの取り付け方】

①背もたれにシートをかぶせてくださしヽ。

②左右3ヶ所すつホックをとめてください。

【日除け、アームレストカバー、シー トベル トの洗濯】

40℃ 以下のめるま湯で、ブラシまた|よスポンジで軽く

洗い、十分にすすいで乾いた布で水分をほ、き取つてくだ

さい。その後、陰千ししてください。

ホック



●点検について

△ 警 告

車体の破損、異常、シー トおよびシー トベル トの破れ、ほつれを発見 した場合、ただちに使用を中止 し、お客様相

談室にこ連絡ください。そのまま使用しますと、重大な事故につながる恐れがあります。

△ 注 意

改造や分解はしないでください。故障の原因になります。

ネジ類のゆるみ、部品の破損、および作動不良がないか、適時点検 してください。

●注油について

△ 注 意

●フロン トガー ド、アームレス トに油を付けないでください。お子さまがなめる恐れがあります。

●下記のイラス トに示す箇所には絶対に注油 しないでくださしヽ。作動不良を起こす原因となります。

きしみ音が発生 したり、ベビーカーの作動が鈍く感 じlD

れたら、その箇所に少量の潤滑油を注油してください。

泥や汚れは、あらかじめよくなヽき取つてください。

シー トベル ト
のパックサレ

フロン トガー ド
日叉リイ寸|ナきF
およびロックピノ

八ンドルロック
およびロックピン

アームジョイント
付近

なお、お手入れ ・点検の際に取 りはすした部品は、その

ままにしないで、必す正 しく取 り付けてください。 キャスター回転部分 閉開ロック

雨の国の外出や出先での急な雨、風の国などにお使いく

ださい。

玄関や屋外に保管するときにかけてください。


