
果らくメカしヽつばいの快適ゆつたリベビニカー

イラスト|よM日 -499



ご使用にあたつて特につぎの点にご注意くださしヽ。

(このベビーカーはSC基 準A型に適合した1人乗り用です。〕

●使用 してよい乳児の年令一生後 2ヵ 月以上満 2才 まで。

●連続使用時間… 2時 間以内が望 ましい。

●ごイ費用になる場合は、折 りたたみ構造の止め金具

などが しっか りかかっているか (完全に開いた状

態であるか)を 、ハ ン ドルを上下 させて確認 して

か らご使用 ください。

●使用中、シー トベル トは腰ベル トと股ベル トを併

用 し必ず締めて使用 して ください。

またシー トベル トを締めていても、万一の立ち上

が りに対 しては十分 こ`注意 ください。

●乳幼児を乗せたまま、持ち上げないでください。

階段等で手を滑らせると大変危険です。

●ベビーカーの中で、乳幼児を立たせないでください。

● 2人乗 りをさせないてください。またシー ト以外

のところに乗せないで ください。



●乳幼児を乗せているとき、

物を乗せたり、つるしたり

カゴ以外のところに荷

しないでください。

●路上に駐停車するとき、乳幼児は絶対に置き去 り

にしないでください。また空車であっても坂の途

中、車道に近い歩道など危険な場所に放置 しない

でください。

●ス トッパーは左右 2カ 所 をロックして ください。

乳幼児や荷物 を乗せたときには、特にス トッパー

を過信 しないようにご注意 ください。(構造上、 自

動車のブレーキのような安全なものではあ りませ

ん。)

●歩道等の段を上がる時はハン ドル方向を対面では

なく背画にしてご使用 ください。

0こ
｀
イ吏用中ハン ドルによりかかったり、過度の荷重

をかけると、転倒するおそれがあ りますので、十

分にこ
f注

意 ください。

●カゴには10k9以上の荷物を載せないで ください。

●お手元の操作レバーは操作後は必ずレバーから指

を離 してください。51き上げたまま走行 しますと

ロックされず安定を失ないます。また、両方のレ

バーを同時には操作 しないでください。

●ご使用の前に、ネジやナッ トがゆるんでないかチ

ェックして ください。

●シー トクッションや、アームレス トカバーを付け

ずに、赤ちゃんを乗せると、指をはさむ危険性が

あります。 こ
S注

意 ください。



コンビの赤ちゃん工学より生まれた、※シェル構造体のベビーカーは、赤ちゃんの体の特徴、発育状況を、

心身両面より研究 し、開発されたものです。赤ちゃんの居住性 ・安全性はもとより、お使いになるお母さ

んにとっての操作の しやすさ、日常生活での便利性を、最新の感覚で十分配慮いたしました。赤ちゃんの

すこやかな成長とともに、なが くご愛用いただきますよう、お願い申しあげます。

(※セ尻た冒〒釜鼻抗ち富卍:督濯≧岳衡委梁t彰王十婁晶尻雪畠軽誤名毒窃ミ峰台奔卓爵1堤資弁髯
状で一体化した新構造です。

)

1)居 住性は ?

●メルンシリーズはクッション性の良い綿をたっ

ぷ り使用 しているので赤ちゃんにソフ トな座 り

ごこちです。

●4段 階 リクライェングで、べ ンヽドに寝た姿勢が

保て、 2ヵ 月の赤ちゃんにも安心です。

2)快 適 性 は ?

●ハン ドルの方向切 り替えで、お母 さんの顔を見

たり、外の風景を見たりできます。

●シー トは、簡単に取 りはずせ水洗いできるため、

いつも清潔な状態で使用できます。

●足カバーは冷たい風や寒さから赤ちゃんをやさ

しくガー ドします。(MH-499は 標準装備 ・MH―

429は オプション)

。赤ちゃんの体形に合わせた 3点 式シー トベル ト

バックルです。

3)安 全性は?

●コンビ独 自の振動吸収機構 と大型車輪で、悪路

で も、小 さな赤 ちゃんへの影響 を極力少な くし

ました。

●外部か らの突然の衝撃や振動は、大型のセーフ

ティガー ドやシー トと日除け(幌)で、 し っか り

ガー ドします。

●ス トッパーは確実性の高いダブル ロック方式を

採用 しました。

●シー トベル トは、赤ちゃんの成長に合わせて調

整できるので、赤 ちゃんを優 しく、 しっか リホ

ール ドします。

1)操 作法は ?

●ベビーカーの開閉、ハンドルの方向切り替えが、

ワンタッチでできる手元操作 レバーが付 いてい

ます。 しか も指 を離す と、 レバーが 自動的に 回

ックされる安心設計です。

●リクライニングは片手操作。赤 ちゃんを抱 いた

まま操1作カヤできます。

●ハ ン ドルの高さを身長に合わせて調整 できます。

( M H - 4 9 9 )

2)移 動 には ?

●MH-499は4輪 キャスター機構の車輪により、背

面時、対面時とも方向転換がスムーズにできま

す。MH-429は背面時は前輪キャスターでスムー

ズにす甲すことができます。

3)お 買い物は ?

●ジャンボサイズの買い物カゴで従来のお買い物

の不便 さを解消 しました。 また買い物カゴを使

用 しないときは、コンパク トに収納できます。

●お買い物を入れたまま、買い物カゴを取 りはず

し持ち運びができます。

4)収 納性は?

●コンパクトに折りたため、自立しますので収納

場所 をとりません。

5)お 洗濯は ?

●シー トは簡単にはずせ、洗濯機で丸洗いができ

ます。またアームレス トカバー、日除け(幌)も

簡単にはずして洗えますので、汚れたとき大変

便利です。
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●操作方法のイラスト|よM日 -429を モデルとして説明してしヽます。
現物と異なるイラストを使用してしヽる箇所がありますが、説明内容自体は正しいものです。

手元のホワイ

(「押 し込み、

卜の折 りたたみレバーを

(2引 き上 げて ください

次に、ハ ン ドルを真上 に持ち上げるよう

に します と、 自然に組み立てられ ます

(ひらきはじめたら折 りたたみレバーか ら

指 を離 して ください。組み立てと同時に

自動的にロックされ ますj)

ご・注・意

走行中は、手元のレバーを引き上げな

いようにレバーから指を離 してくださ

誤操作の原因となります。

赤ちゃんの首のすわる ( 3 - 4カ 月頃)ま ではフル

リクライエングに しておイ東い ください!

〔首を倒すとき〕
背部中央の リクライエンクレバーを指先で握 り、そ

の まま背を倒 して ください。 170ま で倒れ ます。中

間位置で止めたい場合は リクライエングレバーから

指をはなせば自動的に中間位置で固定され ます。

(背を立てるとき〕
リクライエングレバーを指先で握 り、その まま背を

起こして ください。

※開梱後、日除け(幌)(9ページ参照)と員しヽ物カゴ(8ペ
ージ参照)・ア

ームレストカバー
(6ペ

ージ参照)を取り付けてください。

※手元のレバー|よ指をレバーから離すと自動的にロックされる安b設 計です。

2引 きあ|する

ご ・,主・;ま ベ ビーカーを折 りたたむ場合は必ず リクライエング角度 をいちばん立てた位置に戻 して ください。



開梱後跡ず本体に取り付けて<だ さしヽ。
穴

リクライエングをいちばん倒 した角度にして、アー

ムレス トカバーの左右を確認 し、砲_白い 「突起」を

ひじかけ内側前部の穴に差 し込み、12後ろに水平に

スライ ドさせ、|こ後部の 「ホック」をはめてください。

取 りはずし方は、 リクライエングをいちばん倒 した

角度にして、上記の逆の手順でおこなってください。

セーフティ
ガード

ご・注 ・意

アームレストカバーを

はずしたまま、赤ちゃ

んをベビーカーに乗せ

ることは危険ですので

おやめください。

手元のグレーのハン ドル切 り替えレバーをQ引 き出

し、|を引き上げてください。

(ハンドルロックが解除されハン ドルの方向を替える

ことができます。)

ご・注 ・意
「ハンドル切り替えレバー」は、切り替えのとき以

外握らないでください。誤操作の原因となります。

ベ ビーカとか ら離れるときは必

ずブレーキをかけて ください。

後車輪内側左右のス トッハーを

下に作」した後、ベ ビーカーを前

後に軽 く動か してフレーキが正

しくかかっているか確認 して く

ださい。

〔ストッパー位置〕
(MH-429)

ブレーキ解除

ブレーキされた状態

(MH-499)

ブレーキ解除

ブレーキされた】大態



方向転換がスムーズに行なえるよう車輛の向きが変わる機構を
キヤスターといしヽます。
MH-4991よ対画でも首画でもキヤスターが使用できます。

キャスターを固定 して使用する場合には、ハン ドルの方向(対面 。背面)に

よって固定する位置がちがいます。固定する位置 を間違えて使用 しますと

大変押 しづ らくなるだけでな く、故障の原因ともなります。下の説明をよ

くこギ理解の上、正 しい位置でこS使用 ください。

|ツ思梨 使用する場合 (文寸画 ・青画))    ①  対
面

嘔_|ハンドルを押したい方向(背画か対面)に切り替え

ます。

(を,4カ所のキャスターロックレバーのロックを解除

します。

Oベ ビーカーをわずかに真横に動かした後、進行方

向に前進させると車輪はイラス トの実線の位置に

なります。ハンドル側(足元)の左右(0)のキャス

ター 回ックレバーだけを固定 します。

(4カ 所 とも回ックを解除 したままでイ吏用 しない

で ください。)

固定位置

↓ 例↓
一（＼

② 後 輪

キャスター
ロックレバー

0こちら側で固定

キャスター
回ックレバー

(キャスタ
ーを使用しない場合 (背画のみ))

Cハ ンドルを背面に切り換えます。
(214カ所のキャスター回ックレバーの回ック

を解除 します。

3ベ ビーカーをわずかに真横に動かした後、

進行方向に前進させると車輪はイラス トの

実線の位置になります。 4カ所(0・0)と
もキャスター回ックレバーを固定 します。

●折 りたたむ場合は、この状態にしてか ら操

作を行なって ください。

※対面の場合は0の 位置では固定できません。
必ずキャスターを使用してください。
(、Ⅲ)印の位置で固定しないでください。

背画時

一

(折↓)たたみ時)

0こちら側で固定

〔MH-429〕
〔キ ャスタ

ー
を使 用 す る 場 合 )

キャスタース トッパーを下にさけ

回ックを解除 します。

ロック

〔キャスターを使用しなしヽ場合)

解 除

●
●
ユ
▼

背画時
→

(折t)たたみ時)

対面時

こちら側で固定

こちら側で固定

ご・,主・i獣 キャスターロックの位置を間違えて使用しますと、大変押しづらくなります。ハンドルの方向(背面・対面)にあった正しい位置でご使用ください。



〔カゴのセッティング〕

図のように、買い物カコこ
部を本体のCI部にカチッと

音がするまで完全に差 し込

んで ください。

Bカゴ取り付けホルタと

13カゴ取り付けスライド

〔買い物カゴを使用しないと旬
カゴフックを本体背部の力

ゴフックホルダーにセッ ト

して ください。

カゴフックホルダー

〔買い物カゴを|よずすとき〕
買い物カゴを開いた状態で

片手で本体 をおさえながら、

カゴ枠のO部 付近を左右交

互に後方へ強 く引き抜いて

ください。買い物カゴがは

ずせます。

〔フルリクライエング時の買い物カゴの使い方〕
背 もたれを倒 して、フル リクライエングにしたとき

は、買い物カゴの上部を開 くことで、フル リクライ

エングの状態のまま荷物の出 し入れができます。

●買い物カゴを開 くときは、図のように本体をささ

えて操作 してください。①カゴ枠の中央部を手前

に軽 く引きながら、②カゴ枠を下げてください。

●下げたカコ
｀
枠を戻すときは、図

のように両手でカゴ枠を持ち、

規才旨でカゴ枠を軽 く押さえなが

ら持ち上げてください。

ご・注・意
●買い物カゴに角のとがった物を載せるとメッシュの

部分を傷つけることがありますのでご注意ください。

●カゴ枠に重量物を載せたり、無理に押し下げると変形することがありますのでご注意ください。

●買い物カゴには10k9までの荷物を入れられます力ヽ 縦長の重量物を買い物カゴに載せる場合

は、横にねかせてご使用ください。

(4輪 キャスターのMH-499を 対面位置で使用する場合は5kけ以上の荷物を買い物カゴに入

れるとキャスターが動きにくくなります。)

フリレリクライエンク
｀
の】犬態

ここを中心に

カゴ本牛を上げる



〔組み立て万)
1 lAのように幌の先端部、後部 を持 ってひろげて く

ださい。

次に IBの ように左右の幌 レバー(ハジキ)の関節部

を指で押 し固定 して ください。

(幌のたたみ方〕
1 2 + Aのように左右の幌 レバー(ハジキ)の関節部 を下

か ら指で押 し上げてか ら2Bの ように幌 をたたみ

ます。

(幌を|まずす場合〕
3 Bの ように幌のジョイン ト部分 を図のように強 く

後ろに水平に引き抜いて くださいじ

ご・注・意
ベビーカーを折りたたむときは必ず幌はたたんで

ください。

図のようにフルリクライエンク状

態にして、シー トの左右 3カ所ず

つのホックをはずして ください。

次にシー トを真上に引き抜 くと、

シー トが本体よりはずれます。

ご・注・意
シー トを本体にセッ トする場合、ホ ックを確実に

かけたかチエックして ください。

3 A

ホック

足のせを使わないときは図のようにシー トのホック

をはずし、左右の足のせバーを 1前方に引き出し、

2内側に折 り込んでください

ご・注・意

足のせを使用する場合は足のせバーがきちんとセ

ットされているか確認 してください。

寸青:!!キニユアリ出



身長に合わせて、 3段 階にハ ン ドルの高さを調整で

きます。

図のように左右のハ ン ドルアジャスターを同時に指

で持ち上げ、押 しやすい高さまで移動 して ください。

指を離すと自動的にロックされます。

ご・注・意
ハン ドルが確実にロックされたか、使用する前に

グリップ部分を上下に動かし、必ずチェックして

ください。

〔取り付けるとき〕
●足のせを引き出 し、シー トのホックをセッ トして

ください

0図 のように足カバーの内側左右にあるベル トをセ

ーフティガー ドの下側か らまきつけ、ホ ックで止

めて ください。

●左右のアームレス トカバーのホックに止めて くだ

さい。

●足カバーの底画は足のせの下側になるようにセッ

トして ください。

(取りはずすとき〕
●左右のアームレス トカバーと足カバーのホ ックを

はす して くたさい〔

●内側左右にあるベル トのホックをはす して くださ

い

●足のせを引き出し、図のように両側面のゴムベル

トをヒンにかけて ください。

●フ回ン トカバーの底画は足のせの下イ貝」になるよう

セッ トして ください。

●フ回ン トカバーの代わ りに別売の足カバー M F型

を取 り付けることもできます。

●フロン トカバーにセーフティガー ドや日除けの色

が移 ることがありますが、品質上問題はありません。



〔セーフティガードの取りはずし方〕
Cの ように、アームレス トの下側にあるガー ドジョ

イントボタンを押 しながら、

Cセ ーフテイガー ドを片側ずつ前方に引き抜いてく

ださい。

〔セーフティガードの取り付け万〕
左右のアームレス ト前端の穴にセーフティガー ドの

パイブを差 し込み ます。確実に固定 されたか、5 1っ

ばって確認 します。

〔セーフテイガードを使用しない場合〕
お子様がアームレス ト前端の穴に指 を

入れた りしないよう付属のガー ドキャ

ッフでフタをして ください。ガー ドキ

ャッブは強 く引き抜けばはずせ ます。 →

シー トベル トの長さは、赤ちゃんの成長に合わせて

調整できます。

腰ベル トは、右図

のように本体背部

のベル ト位置 を変

更できます。

③ U

万一、股ベルトをはずした場合や、腰ベルトから差

し込みバックルをはずした場合は、図lA IBのように

確実にセットしてください。

八1腰ベルト

B月受′ミルト

O

〔バックルの|よずし万〕
図のように持 ってフレス

ボタンを強 く押 し、バ ッ

クルを前に押 し出すよう

にすると、簡単にはずす

ことができます。

ご・注・意
股ベルトは、端末まで5 Cm以上余裕を持って、図

①のようにセットしてください。

ご ・メェ・意  赤 ちゃんは、1才前後から活発に動 くようになります。赤ちゃんを適切にホール ドするためにベル

トは、大人の規指が入る程度のすき間を残 し、 し っかりと締めてください。



回

２

回

四

回

回

リクライエング角度をいちばん立てた位

置にしてください。

買い物カゴを本体背面に戻 してください。

ハン ドルを背画位置にしてください。

日除け(幌)をたたんでください。(たたん

だ日除け(幌)をセーフティガー ド側に行」

しておくと、折 りたたみやすくなります。)

キャスターを背面時の正 しい位置でロッ

クしてください。(7ペ ージ参照)

ベビーカーのうしろに立ち、白いレバー

を指で①押 し込み、②引き上げながら、

③下図の矢印方向にハンドルを軽く持ち

上げるように動かすと自然に折りたため

ます。ハンドルが動きはじめたら、レバー

から指をはなしてください。

団背面位置E4Elたたむ

ヽ
□立てる

ロ フックを
かける

ウ
。―
▼

回□
匿〕ロック

4‐ MH-499の
後輸キャスター

のみ

②51き上げる


