
取 扱 説 明 書



この度は「ベビーカーWave（ウェーブ） (以下、本製品)」をお買い上げいただ
きまして、誠にありがとうございます。本製品をはじめてお使いになる前には、
必ずこの取扱説明書(以下「本書」) をよくお読みになり、使用方法を正しくご理解
のうえご愛用くださいますようお願い致します。
また、本書はお読みいただいた後もなくさないように大切に保管してくださ
い。本書は、本製品を安全で快適にお使いいただくために、特にご確認・ご理
解いただきたい重要な項目を以下の表記で記載しております。

本製品は、皆様に安心してお使いいただくことを第一に考えて開発された製
品ですが、使用方法を誤るとお子様や保護者の方、並びに周囲の人々に重大
な損害を及ぼすおそれがございます。
常にお子様と周囲の安全に気を配り、公共のルールとマナーを守って本製品
を正しくご使用いただきますよう、お願いいたします。
本製品を通じて、家族のかけがえのないひとときを、楽しく健やかにお過ごし
いただければ幸いです。

この表記と共に記載された指示に反すると、お子様・保護者・周囲の人
が「死亡」するおそれのある切迫した危険が及ぶことを示します。

この表記と共に記載された指示に反すると、お子様・保護者・周囲の人
が「死亡」または「重傷」を負うおそれがあることを示します。

この表記と共に記載された指示に反すると、お子様・保護者・周囲の人
が「軽傷」または中程度の傷害を負うおそれがあること。および本製品
のほか物的な「損害」が及ぶことを示します。

危険

警告

注意
！



本製品は、お子様の安全と快適さを保証するために、細心の注意を払って設計・試験をされています。
欧州安全規格 EN1888:2012 に従って公認試験機関で試験され、安全要件を満たしています。
本製品をお使いいただくうえで、特にご注意いただきたい点を下記の項目にまとめています。お子様と
保護者様、周囲の人々に重大な損害を与えるおそれがありますので、本製品を使用する際は、必ず厳
守していただきますようお願いいたします。

1 安全についての注意事項

不完全なまま本製品を使用すると、不意に折りたたまれたり、タイヤが脱輪するなどして、
お子様や保護者様がケガをするおそれがあります。

危険 本製品が正しく組み立てられていることを必ずご確認のうえ使用してください。

本製品が転倒したり自走したりなど、お子様や周囲の人や物に思わぬ被害を与えるおそ
れがあります。

危険 お子様を乗せたまま本製品からは絶対に離れないでください。

お子様が本製品から転落したり、保護者様が転倒して思わぬケガをするおそれがあります。
危険 お子様を乗せたまま本製品を持ち上げたり持ち運んではいけません。

シートは15kg まで。その他荷物は 5kg までが本製品の耐荷重です。耐荷重を超えたお子
様や荷物を載せると本製品が破損したり、転倒するおそれがありますので絶対にお止めく
ださい。

危険 本製品の定める耐荷重（20kg）を厳守してください。

ジョギングやマラソン、自転車やバイク、自動車で本製品を牽引したりなど、歩行速度以上
で使用すると本製品が転倒するおそれがあり、大変危険ですので絶対にお止めください。

危険 適切な歩行速度（時速 3 ～ 4km 目安）でご使用ください。

安定性を損ない本製品が転倒するおそれがあります。また、市販のベビーカー用吊り下
げフックにつきましても使用をお控えください。

危険 ハンドルやサンキャノピーに、荷物などの重い物を乗せないでください。

車輪の固定が不完全だったり、不意にハンドルから手を離すと、本製品が自走したり転倒し
たりなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

危険 本製品を停止する際は、必ずパーキングブレーキで確実に車輪を止めてください。

走行中以外は本製品を停止させた状態で操作を行ってください。本製品が自走したり転倒
したりなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

危険 本製品を操作する際は、必ずパーキングブレーキで確実に車輪を止めてください。

パーキングブレーキは車輪の回転を完全に停止させる構造のため、急停止により本製品が
転倒するおそれがあります。

危険 走行中は絶対にパーキングブレーキを掛けないでください。



本製品からお子様が転落したり、本製品が落下してお子様や保護者様並びに周囲の人や物に
重大な被害を与えるおそれがあります。

危険 本製品をエスカレーターや階段で昇降してはいけません。

また、シートベルトを装着した後は、必ず全て接続箇所をご確認ください。その際べビーカー
のパーキングブレーキを必ず固定状態にして装着させてください。

危険 お子様を乗せるときは、必ず 5 点式シートベルトを装着させてください。

お子様が転落したり、本製品が転倒するおそれがあります。
危険 シートの上にお子様を立ち上がらせないでください。

本製品が転倒したり、お子様が転落したりなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。
危険 悪路や坂道の通行中は絶対にハンドルから手を離さないでください。

故障や異常を感じる箇所がありましたら直ちに使用を中止し、本書裏面に記載の当社サポー
トデスクまでご相談ください。

危険 本製品を使用する前に毎回必ず点検を行ってください。

留め具が破損したり、変形したりするほか、本体が落下してお子様をはじめ周囲の人や物に重
大な被害が発生するおそれがあります。

危険 サンキャノピーやフロントバーを掴んで本製品を持ち上げないでください。

特に電車やバスなどの駆け込み乗車は、挟まり事故の危険が高まり、大変危険ですので絶対
お止めください。

危険 自動ドアを通行するときは、挟まり事故にご注意ください。

当社の定める保証適用外となるだけでなく、本製品の安全性を著しく損なうおそれがありま
す。

危険 いかなる場合であっても本製品を改造して使用することはおやめください。

お子様がケガをしたり、誤飲などによる窒息事故につながるおそれがあります。部品類はお子
様の手の届かない場所に保管してください。

危険 本製品の外箱や包装袋類、部品などをお子様に触れさせないでください。

熱中症などを防ぐために、必ず大人の管理のもとで使用してください。
危険 レインカバーを使用する際は、暑くなりすぎるので晴天時には使用しないでください。

フレームやシートが熱を帯び、本製品に破損や変形が生じるほか、お子様や保護者様が高熱
に触れて火傷をするおそれがあります。

危険 暖房器具など高熱を発する場所に長時間放置してはいけません。

周囲の迷惑とならないよう安全とマナーを守りご利用ください。また転倒には十分ご注意くださ
い。

警告 電車やバスなどの公共交通機関は自己責任の元でご利用ください。

連続使用は 1 時間程を目安として、本製品から降ろして適宜休ませてください。
また、お子様の体調が悪いときは本製品の使用をお控えください。

警告 長時間の連続使用はお子様の負担になります。

警告 お子様を乗せる以外の目的で本製品を使用しないでください。



本製品に落雷したり、強風で転倒したりなど事故の危険が高まります。
警告 雷や台風などの悪天候のときは本製品の使用をお控えください。

やむをえず悪路を走行するときは、ハンドルをしっかり握り、転倒にご注意ください。
警告 積雪地や泥地などの悪路は出来るだけ避けて正常な道を走行してください。

長期間継続しての加重は、本製品が破損したり、故障の原因になります。
警告 長期間保管するときは、本製品の上に物を載せないでください。

直射日光や雨・風に当たる場所で長期間放置すると変色や錆などの劣化の原因になります。
警告 屋外で長期間放置すると本製品が劣化するおそれがあります。

本製品は新生児から体重が 15 kg くらいまでのお子様に適しています。警告

ベッドまたは簡易ベッドの代用はできません。お子様を運ぶためにのみ本製品を使用してくだ
さい。

警告

ベビーカーを使用する前にパーキングブレーキや前輪ロックボタン、ベルトのバックルなどの
すべての安全装置が正しく機能することを確認してください。

警告

しっかりシート背面を手で押さえて、リクライニングを調節してください。警告

調整するときは、お子様が可動部品に手を突っ込まないように注意してください。警告

キャノピーに 1 kg 以上の荷重をかけてはいけません。警告

本製品の梱包はシリカゲル乾燥剤入りの袋を含んでいることがあります。シリカゲル乾燥剤
を食べたり、不正に投棄したりしてはいけません。

警告

ハンドル等に荷物を掛ける製品を使用しないでください。警告

日ざしが強い時はサンキャノピーを使用してください。
紫外線を完全にさえぎることはできません。

警告

ベビーカーを運ぶ際、確実にパーキングブレーキがかかっていることを確認してください。警告

お子様の乗せおろしの際は必ずパーキングブレーキを固定してください。警告

バスケットに 5kg を超える荷物を入れないでください。警告
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各部の名称
すべての部品が付属していることを確認してください。

1.1  シャーシ
1.2  前輪
1.3  後輪
1.4  タンデムコネクタ
1.5  カップホルダー

2.1  ベビーカーシート
2.2  ベビーカーシートフード
2.3  ベビーカーシートエプロン
2.4  バンパーバー
2.5  ベビーカー/タンデム 

シートレインカバー
2.6  ベビーカー/タンデム 

シートバグネット
2.7  シートライナー

シャーシ ベビーチェアシート
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4.13.1

3.3

3.5

3.4

4.5

4.7 4.8

4.6

3.2 4.2

4.3

4.4

3.6

    

  

  

3.1  キャリコット外側
3.2  キャリコットライナー
3.3  キャリコットマットレス
3.4  キャリコットフード
3.5  キャリコットエプロン
3.6  バンパーバー
3.7  キャリコットレインカバー
3.8  キャリコットバグネット
  

タンデムシート - 別売りキャリコット
4.1  タンデムシート
4.2  タンデムシートフード
4.3  タンデムシートエプロン
4.4  バンパーバー
4.5  ベビーカー/タンデム 

シートレインカバー
4.6  ベビーカー/タンデム 

シートシートバグネット
4.7  シートライナ
4.8  キャリコットアダプター

3.7

3.8
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はじめてのご使用/組み立て
シャーシからすべての梱包材を取り
除き、慎重に廃棄してください。

ホイールをシャーシから丁寧に引き
出して、ホイールが安全であること
を確認します。

5.1  ホイールをシャーシのスイベル
ピンに挿入して、「カチッ」と音が
するまで前輪を取り付けます。

ホイールの中央リリースボタン
を押して、リアホイールにアク
スルを挿入して、リアホイール
を取り付けます。
完全に挿入されたら、ボタンを
放します。

5.2  

5.1

5.2
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折りたたみロックを解除し、ハ
ンドルを上に持ち上げます。
シャーシが「カチッ」と音がし
て固定されるまで、ハンドルを
持ち上げます。
ハンドルを上から押して、シャ
ーシが固定されていることを確
認します。

5.3 

5.4 

5.3

5.4
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ブレーキをかけるには、赤いブレ
ーキペダルを踏みます。
「カチッ」となるのを確認してく
ださい。 
緑のボタンでロック解除します。

シャーシを前後に慎重に動かして、パ
ーキングブレーキが作動していること
を確認してください。

ブレーキを解除するには、緑色のブレ
ーキリリースボタンを押します。
前方に移動する前に、シャーシを少し
後方に移動します。

シャーシにはロック可能なフロントス
イベルホイールがあります。
スイベルホイールロックボタンを
下に押して、ホイールを固定位置
にロックします。 ホイールは、進
行方向と一致するとロックされま
す。

パーキングブレーキを使用する
6.1 

スイベルホイールの操作

7.1 

6.1

7.1
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警告：シャーシに調整を加える前に、
パーキングブレーキが作動している
ことを確認してください。

シャーシは5段階にハンドルの高さ
を調整できます。

ハンドルの高さ調整ボタンを
押し続けます。
ハンドルを必要な高さまで上
下にスライドさせ、調整ボタン
を放します。 ハンドルがロック
され、「カチッ」と音がするま
で、必要に応じてさらに上下に
スライドします。

調節可能な高さの操作

8.1 

8.2

8.1

8.2

2

1

3
4

5
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カップホルダーはシャーシの
両側に取り付けることができ
ます。
カップホルダークランプをハ
ンドル下部のシャーシにクリ
ップしてカップホルダーを取
り付け、カップホルダーが正
しい方向に上がるようにしま
す。

カップホルダーが正しく固定
され、クリップが位置決めピ
ンに正しくかみ合っているこ
とを確認してください。
カップホルダーを取り外すに
は、カップホルダークランプ
をシャーシハンドルから外し
ます。

警告：カップホルダーを熱い飲み物
を載せないでください。火傷の原因
となります。
警告：カップホルダーの耐荷重は、
340gです。それ以上のものを載せ
ないでください。

カップホルダーを使用する
9.1 

9.2 

9.3 

9.1

9.2

9.3
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キャリーコットからすべての梱包材
を取り除き、慎重に廃棄してくださ
い。
お子様がキャリーコットに乗ってい
るときは、必ずバンパーバーを取り
付けてください。

キャリーコットの外側を立て
るには、キャリーコットの外側
を下に置きます。
フレームが一番上にあります
ので、所定の位置に保持するた
めに、両方の金属棒をキャリー
コットの内部ベースの位置決
め溝に引っ張ります。
バーが溝にしっかりと均等に
配置されていることを確認し
ます。 キャリーコットライナー
を外側に挿入します。 警告ラベ
ルはキャリーコットのつま先
にあります。

キャリーコットで
出生時のWaveを使用する

キャリーコットを使用するための準備

10.1

10.1
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キャリーコットフレームの内
側にはめられたライナーの外
側の圧入固定具をキャリーコ
ットの外側に取り付けます。
両側のプレススタッドとベル
クロ留め具を使用して、キャリ
ーコットの外側の中央にライ
ナーを固定します。

マットレスカバーの開口フラ
ップを下に向けて、マットレス
をライナーのベースに配置し
ます。
マットレスカバーは手洗いで
きます。 マットレスカバーの背
面にあるフラップを開き、フォ
ームマットレスを取り外すこ
とにより、洗う前にフォームマ
ットレスインサートを取り外
します。
ライナーを取り外すには、ライ
ナーの外側の圧入固定具をフ
レームから静かに、しっかりと
引き、プレススタッドとベルク
ロ留め具をキャリーコットの
外側の中央に引っ張ります。

警告：付属のマットレスを以外のも
のを使用しないでください。

10.2
10.2

10.3

10.4 

10.5

10.3

10.4

14



エプロンをキャリーコットの
上部マジックテープで固定し
ます。

マグネット留め具をキャリー
コットの内側に取り付けます。

バンパーバーの端をキャリー
コットまたはベビーカーのシ
ートフレームの取り付けポイ
ントに押し込み、「カチッ」と音
がするまでバンパーバーを取
り付けます。 バンパーバーが固
定されていることを確認して
ください。

キャリーコットエプロンの取り付け
11.1 

11.2

バンパーバーの取り付け
12.1

11.1

11.2

12.1
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バンパーバーを開くには、片手
でキャリーコットまたはベビ
ーカーのシートフレームのバ
ンパーバーリリースボタンを
押し、もう一方の手でバンパー
バーを引き離します。 
バンパーバーを回転します。
バンパーバーの片側を取り外
すと、キャリーコットまたはベ
ビーカーのシートに簡単にア
クセスできます。

バンパーバーを完全に取り外
すには、両側のアタッチメント
を解除します。

警告：使用中は必ず、バンパーバー
を固定した状態でお使いください。
あなたの子供の安全はあなたの責任
です。

警告：子供が乗っている間は、バン
パーバーを持ってシートやキャリー
コ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で
はありません。

フレームの両側のフード取り
付けクリップを押して、キャリ
ーコットフードをキャリーコ
ットフレームに取り付けます。 
キャリーコットフードファブ
リックの背面をキャリーコッ
トの後端にスライドさせ、ベル
クロパッチを使用して固定し
ます。

12.2

フードをキャリーコットに取り付ける
13.1   

12.2

13.1
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キャリーコットフードは 3 箇
所（0°、45°、90°）の位置で固
定して使用できます。 

キャリーコットフードには換
気パネルが付いています。 換気
パネルを開くには、マグネット
を外し、フラップをフードの中
央パネル上まで持ち上げます。

キャリーコットフードには、飛
び出しサンバイザーが付いて
います。 サンバイザーを使用す
るには、フードの内側から引き
出します。 収納するには、サン
バイザーをフード内に押し戻
します。

キャリーコットフードの使用
14.1

14.2

14.3

14.1

14.2

14.3
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キャリーコットには、外側のベース
の頭と足の端に調節可能な換気シス
テムがあります。

キャリーコットは、Wave コネクタ
のプライマリまたはセカンダリの位
置に取り付けることができます。

各 Wave コネクタの円形ボタンを
押して、回転するまで回転させます
所定の位置に固定します。

キャリーコットコネクタを
Wave コネクタへ固定します。
キャリーコットが「カチッ」と音
がするまで挿し込みます。キャ
リーコットは後ろ向きに装着し
てください。キャリーコットを
静かに持ち上げて、ロックされ
ていることを確認します。

換気口を開閉するには、シャッ
ターが開閉位置で「カチッ」と
音がするまで調整ボタンをス
ライドさせます。

キャリーコット換気システムの使用

15.1 

キャリーコットを
Waveコネクタに取り付ける

プライマリー
ポジション

セカンダリー
ポジション

16.1 

15.1

16.1

18



警告：スタンドでキャリコットを使
用しないでください。
警告：キャリーコットの子供の頭は、
子供の体よりも決して低くはならな
いはずです。

キャリーコットをバンパーバーから
持ち上げないでください。

両方のキャリーコットリリー
スハンドルを外側に引き、キャ
リーコットを持ち上げてシャ
ーシから外します。

フードがキャリーコットに取
り付けられている場合、キャリ
ーコットレインカバーを使用
できます。
フードの上にレインカバーを
スライドさせ、キャリーコット
の足の端に向かって下にスラ
イドさせます。
ファスナーを開けると、子供の
様子をみることができます。

フードがキャリーコットに取
り付けられている場合、キャリ
ーコットのバグネットを使用
できます。
フードの上にバグネットをス
ライドさせ、キャリーコットの
足の端に向かって持ちます。

Waveコネクタから
キャリーコットを取り外す
17.1 

キャリーコットでキャリーコット
レインカバーを使用する
18.1 

キャリーコットバグネットを使用する
19.1 

17.1

18.1

19



ベビーカーのシートは、後ろ向き（乳
児があなたの方を向いている）また
は前向き（乳児があなたの方を向い
ていない）のいずれかでシャーシに
取り付けることができます。

ベビーカーのシートは、Wave コネ
クタのプライマリまたはセカンダリ
位置に取り付けることができます。
各 Wave コネクタの円形ボタンを
押し、「カチッ」と音がするまで回し
ます。

WAVEをベビーチェアとして
使用する

ベビーカーシートを
Waveコネクターに取り付ける

後ろ向き

前向き

20
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警告：使用前にすべてのロックがさ
れているかを確認してください。

12.1-12.2 を参照して、バンパーバ
ーの取り付けと取り外しを行ってく
ださい。

ハーネスは5点システムで、ショルダ
ーストラップ、ウエストストラップ、股
ストラップで構成されています。

シャーシの上にベビーカーの
シートをプッシュチェアシー
トコネクタスロットに固定し
ます。 ベビーカーのシートが
「カチッ」と音がすることを確認
します。

ショルダーストラップには 3
箇所の高さで調整できます。 
調整するには、まずシートの背
面にあるフラップを持ち上げ
ます。 ハーネススロットからシ
ョルダーストラップアタッチ
メントクリップを引いて外し、
ショルダーストラップをハー
ネススロットに通します。

シートの前面から、お子様の背
丈に合わせてショルダースト
ラップを目的のハーネススロ
ットユニットに通し、取り付け
クリップをハーネススロット
に固定します。

20.1

ハーネスの準備

21.1

21.2 

20.1

21.1

21.2

21



必要に応じて肩ベルトと腰ベルトを
調整して締め付け具合の確認してく
ださい。

警告：常に股ストラップと組み合わ
せて股ストラップを使用してくださ
い。

警告：冬服・夏服により、お子様の
服のサイズに違いが生じる場合があ
ります。

肩クリップを腰クリップに重
ねて合わせます。
ハーネスを固定するには、クリ
ップのペアをバックルの両側
に「カチッ」という音がなるまで
挿入します。 
ハーネスはスライダー（A）を動
かすことで完全に調整でき、簡
単に取り付けられます。

ショルダーストラップがお子
様の肩の高さに合っているこ
とを確認してください。
高さは、水平か、お子様の肩の少
し下の位置が望ましいです。

子供を背もたれが直立した状
態でベビーカーにお子様を乗
せ、3 つのショルダーストラッ
プの高さの位置のうちどれが
子供に最適かを確認してくだ
さい。

A A

ハーネスを使用する

22.1 

22.2

22.3

22.4 

22.1

22.2

22.3

22.4
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ストラップの締め具合を確認し、お
子様がハーネスでしっかりと固定さ
れていることを確認してください。

警告：ベビーチェアシートを使用す
る前に、お子様のサイズに合わせて
ハーネスを調整する必要がありま
す。
常にハーネスを使用してください。

ハーネスを解除するには、中央
のバックルボタンを押して引
き離します。 必要に応じて、肩
クリップを腰クリップから取
り外すことができます。

フードの背面をベビーカーシ
ートの背面にスライドさせま
す。 フードの背面にあるファブ
リックのスロットを見つけ、シ
ートリクライニング調整レバ
ーの上をスライドさせます。
フレームの両側にあるフード
取り付けクリップを押し下げ
て、フードをベビーカーのシー
トフレームに取り付けます。

ショルダーストラップとウエ
ストストラップの間に指が 2
本挿入できるくらいの隙間が
最適です。

ハーネスタイトネス

22.5

22.6

ベビーカーシートへの
フードの取り付け
23.1

23.2 

22.5
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ベビーカーのシートフードは 3
つの位置で使用できます。 全
開、半開、完全に折りたたまれて
います。

ベビーカーのシートフードに
は換気パネルが付いています。 
換気パネルを開くには、マグネ
ットを外し、フラップを持ち上
げて、ビューイングウィンドウ
フラップの下部にあるマグネ
ットに固定します。

ベビーカーのシートフードに
は、飛び出しサンバイザーが付
いています。 サンバイザーを使
用するには、フードの内側から
引き出します。 保存するには、
サンバイザーをフード内に押
し戻します。

ベビーカー用シートフードの使用
24.1 

24.2

24.3 

24.1

24.2

24.3

24



エプロンをベビーカーシート
のフットレストの上にスライ
ドさせます。
磁気固定具をベビーカーのシ
ートフレームの内側に取り付
けます。
エプロンフラップをバンパー
バーに重ねます。

シートの角度を調整するには、
シートの背面にあるシートリク
ライニング調整レバーを持ち上
げます。 ベビーカーのシート調
整し、調整レバーを放し、それぞ
れの位置で「カチッ」という音が
聞こえれば固定されます。

警告：お子様をベビーカーに乗せて
いる場合は、必ずバンパーバーを取
り付けてください。

ベビーカーのシートには、構成に応
じて最大 3 つの前向きリクライニン
グ角度と 3 つの後ろ向きリクライニ
ング角度があります。

エプロンをベビーカーの
シートに取り付ける
25.1 

25.2

25.3

座席リクライニングの調整

26.1 

25.1

25.2

25.3
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フットレストを調整するには、
フットレストの下側にある調
整レバーを押して、フットレス
トを目的の位置まで下げます。 
フットレストを上げるには、目
的の位置に「カチッ」と音がする
まで、フットレストを静かに持
ち上げます。

ベビーカー / タンデムシート
レインカバーは、フードがベビ
ーカーシートまたはタンデム
シートに取り付けられている
場合に使用することができま
す。 フードの上でレインカバー
を下にスライドさせます。 ファ
スナーを開ければ、子供の様子
を見ることもできます。

フードがベビーカーシートま
たはタンデムシートに取り付
けられている場合は、ベビー
カー / タンデムシートのバグ
ネットを使用することができ
ます。 フードの上でバグネット
をスライドして下ろします。

ベビーカーのシートには、調整可能
なマルチポジションのフットレスト
があります。

フットレストの調整

26.2

ベビーカー/タンデムシート
レインカバーとベビーカーシート
またはタンデムシートの使用
27.1 

ベビーカー/タンデムシートでの
ベビーカー/タンデムシート
バグネットの使用
28.1 

26.2

27.1

26



重要：シャーシからベビーチェアシ
ートを取り外す前に、お子様を降ろ
してください

警告：Simplieity カーシートの座席
は常に後ろ向きでなければなりませ
ん。

両方のシートリリースハンド
ルを外側に引いて、車いすのシ
ートをシャーシから持ち上げ
ます。

アダプタを両側の Wave コネ
クタスロットに配置します。 ア
ダプターが所定の位置に「カチ
ッ」と収まるようにします。

Waveコネクターから
ベビーカーシートを取り外す
29.1 

シンプルカーシートで
Waveを使用する

Waveコネクタへのシンプル
カーシートアダプターの取り付け

30.1

30.1

29.1

27



警告：使用する前に、Simplieity カ
ーのシートが正しく固定されている
ことを確認してください。

Simplieity キャリーハンドル
が垂直位置にあることを確認
します。 Simplieity カーシート
をアダプターに「カチッ」と音
がするまで差し込みます。 
Simplieity チャイルドシート
をキャリーハンドルで軽く持
ち上げて、Simplieity チャイル
ドシートが所定の位置に固定
されていることを確認します。

お子様があなたの方を向いて
いる状態で、最初に左側のアダ
プタの前面にある黒いボタン
をカチッと音がするまで押し
ます。

Simplieityカーシートを
アダプターに取り付ける
31.1

Simplieityカーシートアダプターから
Simplieityカーシートを取り外す
32.1 

31.1

32.1
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警告：このカーシートまたはコット
はベッドの代わりにはなりません。 
お子様はベビーベッドに寝かせてく
ださい。

警告：Wave シャーシで使用しない
場合は、Simplieity なカーシートを
会社、水平、および乾燥した表面にの
み配置してください。

警告：お使いの際に生じた損傷と摩
耗・劣化については、定期的に点検
するようにしてください。

次に、右側アダプターの前面に
ある黒いボタンを押したまま、
キャリーハンドルを使用して
Simplieity カーシートをアダ
プターから持ち上げます。

各アダプターの側面にある銀
色のボタンを押し、アダプター
を上に引っ張って Wave 接続
スロットから外します。

32.2

WaveコネクタからSimplieityカー
シートアダプターを取り外す

33.1

32.2

33.1
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シャーシは、タンデム構成で使用す
るために変換できます。 可能な構成
については、以下の画像をご覧くだ
さい。

タンデム構成で使用するための
Waveの準備

図A  

30



警告：タンデム構成で使用するため
にWaveを変換する前に、駐車ブレ
ーキを適用し、車の座席またはキャ
リコットを取り外します。

コネクタの向きを確認してくださ
い。 コネクタを無理にシャーシや損
傷に押し込まないでください。

タンデムで使用するには、Wave コ
ネクタをプライマリポジションから
セカンダリポジションに回転させる
必要があります。

シャーシの後ろに立つときは、
タンデムコネクタのマークを
参照して、正しく取り付けられ
ていることを確認してくださ
い。ロゴは、矢印が内側を向く
ように正面を向いている必要
があります。

タンデムコネクタを前面にの
位置に「カチッ」と音がするま
で差し込みます。 
タンデムコネクタを慎重に持
ち上げて、正しく接続されてい
ることを確認してください。

タンデムコネクタの取り付け
34.1 

34.2 

34.2

34.1
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各 Wave コネクタの円形ボタンを
押し、「カチッ」と音がするまで回し
ます。

2つ目のキャリーコット（別売）をタ
ンデム構成でシャーシに取り付ける
ことができます。
適切な構成については、P.30表Aを
参照してください。  キャリーコット
をセットアップして使用するには、
10.1～15.1を参照してください。

キャリーコットコネクタポス
トをシャーシのタンデムコネ
クタに配置します。 キャリーコ
ットが所定の位置に「カチッ」
と音がすることを確認します。 
キャリーコットを静かに持ち
上げて、キャリーコットが所定
の位置にロックされているこ
とを確認します。

タンデム構成での
キャリコットの使用

キャリーコットを
タンデムコネクタに接続する
35.1

35.1

32



注：キャリコットは、Wave コネク
ターとタンデムコネクターの両方で
ご使用できます。

警告：キャリコットアダプターは、
タンデム位置でタンデムシートまた
はキャリコットと共に使用する場合
にのみ使用してください。

両方のキャリーコットリリー
スハンドルを外側に引き、キャ
リーコットを持ち上げてタン
デムコネクタから外します。

キャリーコットをアダプターの
取り付けスロットに「カチッ」と
音がするまで差し込みます。
キャリーコットを持ち上げて、
キャリーコットが固定されてい
ることを確認します。

キャリーコットアダプターを
両側の Wave コネクターに配
置します。 
アダプタを「カチッ」なるまで
挿し込んでください。

タンデムコネクタから
キャリーコットを取り外す

キャリーコットアダプターの取り付け

キャリーコットを
キャリーコットアダプターに取り付ける
38.1

37.1

36.1

36.1
the tandem connectors
36.1

NOTE: THE CARRYCOT CAN FIT IN 
BOTH THE WAVE CONNECTORS 
AND THE TANDEM CONNECTORS 
REARWARD FACING ONLY.

Attaching the carrycot 
adaptors
37.1 

37.1 

38.1
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警告：Wave シャーシを単一の構成
に戻す場合は、キャリコットアダプ
ターは、シャーシから取り外してく
ださい。

警告：キャリコットアダプターはキ
ャリコットでのみ使用でき、ベビー
チェアシートを取り付けることはで
きません。

両方のキャリーコットリリー
スハンドルを外側に引き、キャ
リーコットを持ち上げてアダ
プターから外します。

各アダプターの側面にある銀
色のボタンを押し、アダプター
を上に引き上げて Wave コネ
クターから外します。

キャリーコットアダプターから
キャリーコットを取り外す
39.1

Waveコネクターから
キャリーコットアダプターを取り外す
40.1 

39.1

40.1
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タンデムシート（別売）は、タンデム構
成でシャーシに取り付けることがで
きます。 適切な構成については、P.30
表Aを参照してください。
タンデムシートをセットアップして
使用するには、20.1-28.1 を参照し
てください。

注：タンデムシートは、前方または
後方に向けて取り付けることができ
ます。（必要な構成に応じて）

注：タンデムシートはタンデムコネク
タにのみ取り付けることができます。

タンデムシートをシャーシタン
デムコネクタに「カチッ」と音が
するまで差し込みます。
タンデムシートを静かに持ち上
げて、タンデムシートが固定さ
れていることを確認します。

タンデム構成での
タンデムシートの使用

タンデムシートを
タンデムコネクタに取り付ける

41.1

41.1
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すべての構成ですべてのタンデムシ
ートの位置を使用できるわけではあ
りません。 タンデムシートを無理に
押し込まないでください。損傷の恐れ
があります。

2 つ目のシンプルカーシート（別売）
は、タンデム構成でシャーシに取り付
けることができます。 適切な構成に
ついては、P.30表Aを参照してくだ
さい。

警告：Simplieity カーシートアダプ
ターは、Waveコネクターにのみ適合
します。

両方のシートリリースハンドル
を外側に引き、タンデムシート
を持ち上げてタンデムコネクタ
から外します。

Simplieity カーシートアダプタ
ーを取り付けるには、Waveコ
ネクターの取り付けスロットに
アダプターを配置します。

タンデムコネクターから
タンデムシートを取り外す
42.1 

タンデム構成でのSimplieity
カーシートの使用

WaveコネクタへのSimplieity
カーシートアダプターの取り付け
43.1 

42.1

43.1
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警告：使用前にシンプルカーシート
が正しく装着されていることを確認
してください。

アダプターに Simplieity カー
シートを「カチッ」と音がする
まで挿し込んでください。 
Simplieity チャイルドシート
をキャリーハンドルで軽く持
ち上げて、シンプルチャイルド
シートが固定されていること
を確認します。

お子様があなたの方を向いた状
態で、最初に左側のアダプター
の前面にあるボタンを、カチッ
と音がするまで押します。

次に、右側アダプターの前面に
あるボタンを押したまま、キャ
リ ー ハ ン ド ル を 持 っ て
Simplieity カーシートをアダプ
ターから持ち上げます。

Simplieityカーシートを
Simplieityカーシートアダプターに
取り付ける

44.1 

Simplieityカーシートアダプター
からSimplieityカーシートを取り
外す

45.1 

45.2

44.1

45.1
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警告：Simplieity カーシートタンデ
ムアダプターは、タンデムコネクター
にのみ適合します。

各アダプターの側面にある銀色
のボタンを押し、アダプターを
引き上げて Wave コネクター
から外します。

Simplieity カーシート、タンデ
ムアダプターは別売りされてい
ます。 Simplieityカーシート、タ
ンデムアダプターを取り付ける
には、タンデムコネクターの取
り付けスロットにアダプターを
取り付けます。

WaveコネクタからSimplieity
カーシートアダプターを取り外す
46.1 

Simplieityカーシート
タンデムアダプターを
タンデムコネクターに取り付ける

47.1 

46.1

47.1
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警告：使用する前に、アダプターに正
しく固定されていることを確認して
ください。

Simplieity カーシートをアダプ
ターに「カチッ」と音がするまで
挿し込みます。
Simplieity カーシートが固定さ
れていることを確認してくださ
い。

お子様があなたの方を向いた状
態で、「カチッ」と音がするまで、
左側アダプターの前面にあるボ
タンを押します。

次に、右側アダプターの前面に
あるボタンを押したまま、キャ
リーハンドルを持ってシャーシ
からSimplieityカーシートを取
り外します。

Simplieityタンデムアダプターへの
Simplieityカーシートの取り付け
48.1 

Simplieityタンデムアダプターから
Simplieityカーシートを取り外す
49.1

49.2

49.2
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警告：Wave ベビーチェアを折り畳
む前に、Simplieityカーシートタンデ
ムアダプターを取り外してください。
そうしないと、損傷の原因となりま
す。

警告：Simplieity カーシートは常に
後方に向ける必要があります。

警告：このカーシートはコットやベ
ッドを交換するものではありません。
お子様が眠る必要がある場合は、適切
なベビーカーまたはコットに配置す
る必要があります。

警告：Wave シャーシで使用しない
場合は、会社、水平、乾燥した表面にの
みカーシートを置いてください。

注：タンデムコネクター、キャリコッ
ト、またはカーシートアダプターを取
り外した場合、タンデムコネクターは
シャーシからのみ取り外すことがで
きます。

両方のアダプターについて、ア
ダプターの側面にある銀色のボ
タンを押し、アダプターを上方
に引いてタンデムコネクタから
外します。

銀色のボタンを押して、タンデ
ムコネクタをシャーシから取り
外します。

タンデムコネクタからの
シンプルカーシート
タンデムアダプタの取り外し

50.1

Waveタンデムコネクタの取り外し

51.1 

50.1

51.1

40



警告：ベビーカーを折り畳んだり広
げたりするときは、隙間などに指など
を挟むの可能性を避けるために注意
して行ってください。
Wave ベビーカーを折りたたむ際は、
折り畳む前に荷物をすべて取り除い
てください。
カーシートまたはキャリーコットで
使用する場合は、折り畳む前にそれぞ
れを取り外してください。
シャーシを折り畳む際にカップホル
ダーを取り付けたままにすることが
できますが、輸送または保管中に破損
しないように、シャーシを折り畳む前
にカップホルダーを取り外すことを
お勧めします。

警告：Wave シャーシを折り畳む前
に、Simplieityカーシートアダプター
を取り外してください。損傷の原因と
なります。

シャーシは、ベビーカーシートを取り
付けた状態で、前向きの直立姿勢で折
りたたむことができます。ベビーカー
は、他の座席位置では折り畳まれませ
ん。破損する恐れがあります。

スイベルホイールがロックされ
ていることを確認します（7.1
を参照）。

ブレーキがかかっていることを
確認してください（6.1を参照）。
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シャーシの折りたたみ

52.1

52.2

52.2
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警告：怪我や損傷を防ぐため、シャー
シを持ち上げて持ち運ぶ前に、必ず折
り畳み式のロックを掛けてください。

メインハンドルを使用して折り畳ま
れたシャーシを持ち運びます。

折りたたみ解除ボタンを押し続
けます。 フォールドリリースト
リガーを手前に引きます。 ハン
ドルをゆっくりと押し下げ、折
りたたみロックがかみ合うまで
ハンドルを下に下げます。 ハン
ドルを静かに持ち上げて、折り
たたみロックがはまっているこ
とを確認します。

42
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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 】



【 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

【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。



●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　ウェーブ



〒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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s i l v e r c r o s s b a b y . j p

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

●不具合・商品についてのお問合せは

〒910-1212 福井県吉田郡永平寺町東古市7-11-5
TEL：0776-50-7414（平日10：00～17：00）
Mail： info@silvercrossbaby.jp

メールはこちら


