Motion
360°i-Size Car Seat

取扱説明書

R129（i-Size）対応

Motion
360° i-Size Car Seat

40cm - 105cm / Birth to 18kg (approx 4 years old)

● これはi-Sizeカーシートシステムです。UN-R129 ※
に従って、車両メーカーが車両のユーザーマニュア
ルに示しているように、i-Size互換の車両シート位
置での使用が承認されています。
● 耐荷重…18kg（4歳ぐらい）
● 生後15か月までは、後ろ向きで使用してください。
※UN-R129とは、
「国連の車両・装置等の型式認定相互承
認協定」
に基づく改良型幼児拘束装置に関する規則です。

各部の名称
1. ヘッドレスト調整ハンドル

9. ISOFIXコネクタアーム

2. ヘッドレスト

10. ISOFIXリリースボタン

3. MOTIONSAFE サイド

11. ISOFIXコネクタアーム延長パドルレバー

プロテクションシステム

12. サポートレッグ

4. インサート

13. サポートレッグ調整ボタン

5. 5点式ハーネス

14. サポートレッグストッパー

6. ハーネス調整ボタン

15. サポートレッグプレッシャーインジケーター

7. リクライニングボタン

16. プラスチックISOFIXガイド

8. 回転ボタン

17. ISOFIXストレージプロテクター（保管時保護カバー）
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Motionチャイルドシートの取り付け方法

1.1

1.2

1.1 図のように垂直位置
になるまで、サポートレッグ
⓬を広げます。
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1.3

緑…〇
赤…×

1.4

1.2 ボタン⓫を動かして、
ISOFIXコネクタアーム❾
を後方にスライドさせ、
コネ
クタアームを完全に伸ばし
ます。
（左右とも）
1.3 コネクタアームを車両のISOFIX
ポイントに接続します。
カチッと音がす
ると固定します。両側の表示が赤から
緑に変わったのを確認してください。
1.4 カーシートを車両の背もたれに押し
付けて、
シートを後方に動かします。次
に、
チャイルドシートを手前に引き、
しっか
り固定されていることを確認します。

1.5

1.5 ボタン⓭を押し、
サポートレッグ⓬が床にしっかりとつく位置に
高さを調整します。
この時点で、
サポートレッグがチャイルドシートに
対して90度になっているのが正しい位置です。ISOFIXインジケー
タは、
コネクタが開いているか閉じているかを示します。
コネクタが
閉じていても、ISOFIXポイントにロックされていない可能性があり
ます。取り付けたらシートを引いて、
すべてのコネクタが車両のアン
カーポイントに正しくロックされていることを確認してください。
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※シートを取り外すには、逆の手順で取り外してください。

1.6
10

1.6 ISOFIXリリースボタン❿を動かして
コネクタを開き、
アンカーポイントから外し
ます。
⓰プラスチックISOFIXガイドは必要に応
じてご使用ください。
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Motionチャイルドシートの向きの変更方法

2.1

INSTRUCTIONS

2.1 ボタン❽を押してシートを回します
2.2 90°
回転させると、
シートがロック
されます。
警告：走行中は絶対にこの位置に設
定しないでください。
これは乗せ降ろし
専用の位置です。
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2.3 ボタン❽をもう一度押して、
シート
をさらに回し後ろ向きの位置にします。
必ずシートがしっかりと固定されている
ことを確認してください。

2.2

2.4 ボタン❽をもう一度押して、
シート
を前向きの位置にします。必ずシート
がしっかりと固定されていることを確認
してください。
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2.3
40-105c m
0 -13kg

※注意
作動式フロントエアバッグが取り付け
られた助手席には使用しないでくださ
い。
インサートクッション❹は、新生児用で
身長60cmぐらいまで使用できます。
よ
り快適で安定した姿勢になるように設
計されています。
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2.4

4

80-105cm
9 -18kg

生後15ヶ月まではシートは後ろ向きを
推奨します。
それ以降はシートは前向
きに取り付けます。
（身長・体重の目安
は図を参照）

お子様の乗せ降ろし・ハーネス装着方法

3.1

3.2

【お子様を乗せる】
3.1 シートを横（2.2）
に回し、ハーネス
❺を外します。ハーネスストラップを開
き、
お子様を座席に座らせます。
3.2 ハーネスをお子様の腕・股に通
し、図のようにバックルを留めます。

3.3

3.3 ヘッドレスト❷を調整するには、上
部のレバーハンドル❶を引きます。正し
い位置に設定する必要があります。
（次の工程3.4の図を参照）
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3.5

3.4
1cm
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3.6

3 . 4 肩ハーネスは子 供の肩から約
1cm上にくるのが正しい位置です。
ス
トラップ❻を下に引っ張りハーネスを
締め、
お子様の体を固定させます。
3.6 必要に応じボタン❼を押してシー
トをリクライニングします。
（背面でご使用の場合はリクライニン
グしないでください）
【お子様を降ろす】
お子様をシートから降ろすには、最初
に座席を横（2.2）に配置する必要が
あります。
3.5 調整ボタンを押してハーネススト
ラップを緩めます。
3.1 バックルのボタンを押して外し、
お
子様を降ろします。
お子様が安全な道
に降りることを必ず確認してください。
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Motion

R129（i-Size）対応

360°i-Size Car Seat

重要

Motion 360°i-Sizeカーシートは、身長が40cmから105cmのお子様
に対して、UN-R129に基づいて承認されている、i-Siteチャイルドシート
システムです。
このチャイルドシートをご利用いただくにあたっては、
ご使用
方法をよくお読みください。
チャイルドシートを誤って取り付けると、
お子様
が重傷を負う可能性があります。誤った方法で使用した場合、責任を負
いかねます。Motion 360°i-Sizeカーシートは、正しく使用されている場
合にのみ、安全性が保障されます。
この取扱説明書全体を注意深くお読
みください。
お子様が危険にさらされる可能性があります。

【安全ガイド】
● 今後の参考のために、
この取扱説明書を大切に保管してください。
● 15ヶ月未満のお子様を乗せる場合は前方を向いた位置でシートを使用しないでくださ
い。可能な限り、背面の位置を使用することをおすすめします。
● 絶対にお子様を車内に放置しないでください。
● チャイルドシートを前向きの位置に取り付けるときは、車両の前部座席をできるだけ前
方に移動することをおすすめします。
● Motion 360°i-Sizeカーシートの取り付けが可能かを確認するには、車両の取扱説
明書を参照してください。
● ハーネスに付属のパッド類は常に装着する必要があります。重要な安全機能のひとつ
です。
● Motion 360°i-Sizeカーシートは、製品に損傷を与える可能性のある腐食性の液
体、塗料、
または溶剤から遠ざけてください。
● 必要に応じて、提供されているプラスチックISOFIXガイドを使用してください。
シルバー
クロスは車両のシート張りの損傷やマーキングについて責任を負いません。
● 事故が発生した場合、乗員に重傷を負わせる可能性があるため、安全でない荷物や
物を車両の中（ダッシュボードなど）
に置いたままにしないでください。
● 直射日光が当たる場合は、
カーシートおよびベースを覆ってください。
プラスチックおよ
び金属の表面は非常に熱くなり、変形する場合があり危険です。
● フロントサポートレッグは、車両の床と完全かつしっかりと接触する必要があります。
● 車両を日常的に使用している間は、
シートベルトまたはチャイルドシートのどの部分も可
動シートまたは車両のドアにねじれたり引っ掛からないようご注意ください。
● 事故の際に怪我をする可能性があるため、車内にあるお荷物などは適切に固定され
ていることを確認してください。
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【免責事項】
●有償保証となる場合
以下に該当する要件につきましては無償の保証期間に於いても有償での対応となります。
□本取扱説明書に記載された内容に反した使用方法によって生じた破損や故障、不良の場合。
□お客様の過失によって生じた破損や故障、不良の場合。
□水害・火災・地震などの自然災害によって生じた破損や故障、不良の場合。
□本製品の自然劣化や正常な使用に於いて生じた傷や損耗の場合。
□本製品を正常に使用するに於いて問題がないと判断される箇所に生じた傷や損傷の場合。
□お客様の過失によって生じた付属部品の紛失。
●修理・交換の差異について
本製品を修理・交換する際に使用する部品は、
これまでご使用の部品と異なる場合があります。
予めご了承ください。尚、製品の使用上に於いては差し支えありません。
●保証の適用
本保証は日本国内でのみ有効です。
すべてのシルバークロス製品は、取扱説明書に
従って製品が正しく使用されている場合、製造上の欠陥に対して36か月間保証され
ます。当保証書は、
お買い上げを証明できるものと共に大切に保管してください。

本書はお買い上げ日から下記期間中、取扱説明書に従って製品が正しく使用
されている場合、製造上の欠落に対して無料修理・交換を行うことをお約束す
るものです。保証期間経過後も不明な点はお気軽にお問い合わせください。

Motion 360°i-Size カーシート
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【お手入れとメンテナンス】
〈 カバーの付け外し 〉
前面のカバーには2つの固定ポイントがあります。
これらのポイントを緩め、
カバーの前部
をそっと引きます。
カバーの側面には、
カバーを固定するために使用されるプラスチック部
品があります。軽く引っ張るだけでカバーが外れます。
カバーを元に戻すには、同じ手順を
逆に実行します。
サイドパーツをスロットに挿入します。
〈 クリーニング 〉
シートカバーは取り外して、中性洗剤を使用して30度程度のぬるま湯で洗うことができま
す。洗濯する前に、
シートカバー内部の取り外し可能な部品をすべて取り出します。表紙
のケアラベルに記載されている洗濯方法に従ってください。パッドが生地から剥がれる
可能性があるため、
カバーをタンブル乾燥しないでください。
シートを使用しないときは、
カ
バーを日光に長時間さらさないでください。
カバーをかぶせたり、
ラゲッジコンパートメント
に保管したりしてください。
〈 プラスチック/金属部品のお手入れ 〉
刺激の少ないハンドソープとぬるま湯で拭いてください。洗剤、溶剤、強力な石鹸は使用
すると、
チャイルドシートのシェルまたはハーネスが弱くなる可能性があります。
チャイルド
シートのシェルまたはハーネスのいかなる部分も取り外し、分解、
または変更しないでくだ
さい。
チャイルドシートのシェルまたはハーネスシステムのどの部分にも油をさしたり、注油
したりしないでください。

〒910-1303

輸入販売元・正規日本販売代理店

ウェステックスジャパン有限会社

福井県吉田郡永平寺町藤巻41-1-3
TEL： 0776-64-3320
（平日10：00〜17：00）
Mail： info@silvercrossbaby.jp

s i l v e r c r o s s b a b y. j p

メールはこちら

