
DUNE
Chassis & Seat
Instruction Manual



2

Dune 箱に入っているもの

本体（フレーム）

ベビーカーシート

キャノピー

Dune専用サンシェード

Dune専用レインカバー

バンパーバー
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CLICK
1

2

1.2 1.3

1.4

1.1

※ハンドル側から見て右側のフレームの
　内側にあるストッパーをはずす

※ハンドルを②のように伸ばすとシート
　の背もたれを立てやすくなります

CLICK
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2.1 2.2

左右
×2

2.3 2.4

2.62.5

2

1 1

※カバーを本体に固定

※背もたれのボタンと穴の位置を合わせる ※各所背もたれとカバーのボタンを留める

x2
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3.1

CLICK

3.2

x2

4.1

2.7

※フットレストのリクライニングは
　左右のボタンを同時に押しながら
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左右
×2
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5.1

1

2

3

4
6.1

7.1

使用方法【フレーム】
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CLICK

8.1

8.2 8.3

8.4 8.5

使用方法【シート】
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※調整方法はP9参照
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x2

9.1

10.1

11.1

1

※フットレストのリクライニングは左右のボタンを同時に押しながら
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12.1

13.1

15.1

14.1

2

1 1

2

1

2

1 1

2

1 1

2

1 1
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※背もたれ裏で肩ベルトの高さを調整
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2

1 1

21 1

16.1

16.3

17.1 17.2

16.2

x2

2

1

2

1 1
21 121 1

2

1 1

頭部パッド取外し（お手入れ時など）

※①のボタンを押しながら②の方向へ

肩パッド取外し・取付（お手入れ時など）
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2

1 1

1
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18.1

18.3

17.3

18.2

17.4

x2
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※①のボタンを押しながら②の方向へ

頭部パッド取付
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CLICK

19.1

19.2

19.3

CLICK

シートを本体から取り外す

取り付けると自動的にロックされます

シートのサイドの
ボタン（左右とも）を押す

左右
×2
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20.1 20.2

20.3
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折りたたみ方

※前輪のロックは解除の状態にする

①背もたれを90°にする ②90°の状態で上のボタンを押しながら前へ倒す

90º1

2
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21.2

21.3

20.4 21.1

※完全に倒れない場合はやり直してください

①のボタンを右にスライドさせた状態で②のボタンを押す
（片手で難しい場合は両手で押す）

ハンドルを一番低い位置に設定

1 2
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【重要】
注意事項をよく読み、この取扱説明書は
必要に応じてご覧いただけるよう大切に
保管してください。これらの注意事項を守
らない場合、お子様に危険が及ぶおそれ
があります。
Duneトラベルシステムは、シルバークロ
スの優れた品質を備えた製品です。本製
品は最新の安全基準を満たしており、定
期的なお手入れを行うことで長い期間ご
使用いただくことができます。
このトラベルシステムは、ベビーカー
シート（本体付属品）でのご使用の場合は
新生児から体重22kgまたは4才のいずれ
かに達するまでのお子様に適しています。
Duneトラベルシステムの使用でご不明
の点がある場合は、最適な状態で使用で
きるよう、必ずこの説明書をよくお読みく
ださい。

【安全注意事項】
DuneトラベルシステムはEN1888-2:2018
に準拠しています。
ベビーカーのご利用に関する問題がある
場合は、日本総代理店 ウェステックスジャ
パン有限会社までお申し付けください。

【警告】
お子様の安全を守るのは保護者の責任で
す。お子様を放置しないでください
ベルト類は常に締めてください
本製品は走りながらや滑らせながらの使
用には適しておりません。
お子様を乗降させる際には必ず、パーキン
グブレーキをかけてください。
ご使用前には、すべてのロックが作動して
いることを確認してください。

ケガ防止のため、本製品の折りたたみや
展開の際には、お子様が間近にいないこと
を確認してください。
お子様が本製品で遊ばないようにしてくだ
さい。
使用前に、ベビーカーの本体、シート、シー
トアタッチメントが本来の位置に正しく収
まっていることを確認してください。
このベビーカーには 2人以上のお子様を
乗せないでください。
バスケット耐荷重 : 5kg
お子様を乗せた状態でバンパーバーごと
シートを持ち上げないでください。バンパー
バーはキャリーハンドルとして使うことは
できません。
お子様を乗せている間は、バンパーバーが取
付けてあることを必ず確認してください。
折りたたみ部分に物が挟まっていないこと
をよく確認し、指などを挟んでケガをするこ
とのないように注意してください。
ベビーカーのハンドルやバックレスト、片側
に荷物やバスケット等をかけた状態では、
バランスを崩すおそれがあります。
交換用パーツや付属品は、シルバークロス
公認の純正品のみをご利用ください。
本体…常にベビーカーに摩耗の兆候がないか
確認してください。すべての可動部品に定期的
に注油してください。すべてのロック装置の動
きの自由を確認してください。きれいな乾いた
布で金属を磨きます。移動機構内の汚れやほ
こりは、きれいな水で洗い流すことができます。
浸したり沈めたりしないでください。

布地…個々のアイテムの洗濯表示タグに記載さ
れているマークや説明を参照してください
生まれたばかりの赤ちゃんには、常に最もリク
ライニングした姿勢（フルフラットな状態）で
使用してください
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【 クリーニング 】

中性洗剤以外は使用しないでください。
シートやキャノピーが色落ちするおそれがあります。

注意

シンナー・ベンジンなどの有機溶剤、アルコールなどの揮発性薬液、潤滑油、
酸性、アルカリ性洗剤、熱湯を使用しての清掃は絶対にしないでください
フレームが傷んだり変形したりするおそれがあるほか、薬液が残ることでお子様の健康を損なう
おそれがあります。また、潤滑油の使用は動作に問題が生じた場合を除き使用をお控えください。

グリスまたは潤滑油を使用してはいけません。
シリコンベースのスプレーを使用してください。

ゴムタイヤがPVC 製の床に触れると、脱色する可能性があります。
ゴムタイヤがPVC 製の床に触れないようにしてください。

注意

正しくお手入れしていただくことで本製品をより長く快適にお使いいただけます。
シートは取り外しができません。拭き掃除でのお手入れをお願いいたします。

シートのクリーニング
水または薄めた中性洗剤で濡らした後、よく絞った布で汚れを拭き取ります。

フレームのクリーニング
1. 水または薄めた中性洗剤で濡らした後、よく絞った布で汚れを拭き取ります。
2. 乾いた布で残った水気を拭き取ります。

車輪のクリーニング
1. タイヤ表面やホイールに付いた汚れは水で濡らしてよく絞った布で拭き取ります。
2. タイヤの溝に挟まったゴミはタワシやブラシでこすり落とします。
3. 清掃後は動作に問題がないか確認します。

絶対に、バスケットに5 kg を超える荷物を置いてはいけません。注意

その他の箇所のクリーニング
1.  バックルやフレームの可動部は乾いた布で拭いた後、細部に溜まった汚れをエアダスターで除去します。
2. ベルト等はシートと同様に水で濡らしてよく絞った布で汚れを拭き取ります。
3. バスケットは本体から取り外し中に溜まった汚れを取り除きます。表面に付着した汚れは、
シートと同様に水で濡らしてよく絞った布で拭き取ります。
4. 清掃後は動作に問題がないか確認します。

お住まいの自治体の廃棄規制に従ってください。

【 廃棄方法 】
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【3年保証とは】
①ご購入から1カ月間、初期不良に関しての修理・交換を無償にて（送料も弊社負担）保
証させていただきます。　※未使用の場合に限ります
②使用されてから、または購入より1カ月を超えてからは基本的に「修理代金」を無償と
させていただきます。パーツ代金やお送りいただく際の送料および修理後にこちらから
お送りする際の送料はお客様ご負担となります。ご了承くださいませ。

【 保証規約 】
●対象
本製品の保証はフレームと本製品を構成する成型品に対して有効です。縫製品（キャノ
ピー、シートなど布製部分）やタイヤなどの消耗部品は、初期不良を除き保証の対象外
とさせていただきます。また製品の搬送中によって生じた外箱の汚れや破損は保証の
対象外となります。
●保証期間
本製品はお客様が販売店よりお買い上げいただいた日から起算して、上記の対象箇所
について3年間を保証の対象期間としております。 お買い上げ時のレシート、領収書、購
入履歴のスクリーンショットなどの購入証明となるものは大切に保管してください。証
明できない場合、保証を受けられません。
●保証内容
3年間の保証期間内に、当取扱説明書に従った正常な使用状態において万が一故障し
た場合は修理代金を無料とさせていただきます。（送料はお客様ご負担となります ）。 
ただし本製品購入時の初期不良を除き修理にに必要な製品や部品代・修理代および配
送料はお客様ご負担とさせていただいております。
●初期不良について
本製品をお買い上げいただいた日から1 ヵ月以内の適用期間に於いて、開封後の点検
時に製造上の不具合が発生していた場合は、初期不良として無償にて対応させていた
だきます。 初期不良の場合、修理・交換に必要な製品や部品の配送料は弊社にて負担
させていただきます。ただし初期不良の適用期間を経過してからの未使用時の不具合
につきましては通常の保証内容として、製品や部品代および配送料はお客様のご負担
とさせていただきます。
●交換（カラー交換など）について
一度ご使用になった製品は、原則として返品・交換は不可となります。ただし未使用に
限りお買い上げいただいた日から起算して2 週間以内のお申し出に限り交換を承りま
す。尚、この場合の配送に要する費用はお客様ご負担とさせていただきます。
●修理・交換後の差異について
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、製品の使用にお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

17
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●以下に該当する要件につきましては無償・有償を問わず保証の対象外となります。

□ ご家族やご友人、知人などから使用済みの本製品を譲り受けた場合
□ 弊社直営店及び販売協賛店以外の並行輸入店などで本製品を購入された場合
□ オークションなどの個人転売によって本製品を購入された場合
□ リサイクルショップなどで中古・新古の本製品を購入された場合
□ 弊社直営店や販売協賛店で本製品を購入された証明および当保証書の提示がない場合
□ 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

●以下は保証期間においても有償対応となります

□ 自然劣化による変色・破損、火災・盗難・事故などによる不具合、車輪の自然摩耗
□ お客様の誤使用・または改造や不当な修理・分解による故障および損傷、部品の紛失
□ 一般家庭以外で業務などに使用され故障した場合
□ 急激に力を加えたり落下した場合の破損
□ 縫製部品のキズや破れ・変色

〒910-1212
福井県吉田郡永平寺町東古市7-11-5
TEL： 0776-50-7414

シルバークロス　Dune
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〒910-1212 福井県吉田郡永平寺町東古市7-11-5
ウェステックスジャパン有限会社 カスタマーサポート係

TEL： 0776-50-7414

【 初期不良およびご使用時の不具合や破損した場合は… 】

不具合があった場合は

商品をお送りください

修理代金・パーツ代金につきまして

新品・未使用品の場合

メールにて下記の情報と、不具合のわかる写真をお送りください

①購入店名　②購入日　③購入者名　④ベビーカー名
⑤不具合や破損の場所、状態について可能な限り詳しくお知らせください

●画像確認後、無償対応のご案内
※購入から1ヶ月以内のものに限ります
※商品は着払い（弊社負担）で返送ください
※屋外での使用痕跡がある場合、返送料を
　請求させていただく場合がございます

修理に関する費用は修理箇所や状態により異なります。 
代引きにて発送いたしますので、お届け時にお支払いくださいませ。

※おおよその金額は事前にメールでご連絡、保証期間内は修理費用は無料・パーツ料金、送料をご請求

1回以上屋外で使用した場合

●画像確認後、手順をご案内いたします
※状態により、ご対応方法が異なります
※送料はお客様にご負担いただきます

※お手数ですが、製品は必ず段ボール等の
　梱包箱に入れてお送りください

段ボールを継ぎ足した
ものでも結構です

お手元に梱包箱がないお客様につきましては
有料にて箱をお送りいたしますので
ご相談ください（例：Jet専用BOX 1,500円） 商品お届け時の

段ボールや…

●修理期間のご案内
※恐れ入りますが代替品のご用意はできかねます

ベビーカーは複雑な構造となっております。お届けの際になるべく早く箱を開封し、屋外で使用される
前に当説明書をご覧になり問題なく作動するかをご確認ください。初期不良と判断された場合は無償
にて対応させていただきます。それ以外の不具合や破損に関しましても下記の手順に沿ってご連絡く
ださいませ。

 info@silvercrossbaby.jp

または新品・未使用でも、購入から1ヶ月以上経過している場合

メールはこちら
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〒910-1212  福井県吉田郡永平寺町東古市7-11-5
カスタマーセンター ： 0776-50-7414 (9：00～17：00 土日祝除く)

Mail ： info@silvercrossbaby.jp

ウェステックスジャパン有限会社
【 輸入販売元・正規日本販売代理店 】

メールはこちら


