
取 扱 説 明 書



この度は「ベビーカーWing（ウイング） ( 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。
本書では、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
！
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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

2人以上のお子様を座らせたり、シート以外の場所に乗せないでください。本製品が転倒
したり、車輪やフレームにお子様の手足が挟まったりなど、思わぬケガをするおそれがあ
ります。

危険 本製品は 1 人乗り専用ベビーカーです。

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。
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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。

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。
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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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2 各部の名称

14

15

1 2

3
4

5

6

7

810

11

9

12

13

ハンドル
サンキャノピー
肩ベルト
フロントバー
股ベルト

シート
フットレスト
前輪
バスケット
後輪

01.
02.
03.
04.
05.

06.
07.
08.
09.
10.

パーキングブレーキ
開き防止ロック
リクライニング調整ベルト
折りたたみボタン(大)
折りたたみボタン(小)

11.
12.
13.
14.
15.
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取 扱 説 明 書

3 製品の内容

本体 取扱説明書

フロントバー
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4 本体の開き方

開き防止のロックを外します。　　　 ハンドルを持ち開きます。

ハンドルを上に引き上げます。 カチッと音がするまでしっかり開きます。

1 2

3 4
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5 後輪ロックと前輪の操作

後輪をロックする。
（パーキングブレーキ下側を踏みます）

後輪をロックを解除する。
（パーキングブレーキ上側を踏みます）

前輪を固定する（直進専用） 前輪の固定を解除する（360° 回転）

360° 

1 2

3 4
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6サンキャノピーの閉じ方と本体の折りたたみ方

サンキャノピーを閉じます。

1  のポタンを押しながら、 2  を握ります。 ハンドルを前方に倒します。

1 2

3 4
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フレームを折りたたみ、横の開き防止ロック
で固定します。 前輪をフレームの内側を向
くように収めます。

シートを図のように内側に折り込みます。

内側へ折り込んだ部分を収納し、図の位
置のマジックテープで留めます。

折りたたみ時の持ち運びは図の所が持ち
手になります。

5 6

7 8
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7.1サンキャノピーの開き方

サンキャノピーが開いた状態（標準） サンキャノピーが最大に開いた状態

図のファスナーを開くともう１段階開きます。

1

2 3

11

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。



7.2フロントバーの取り外し方

7.3リクライニングの操作

フロントバー両端のボタンを押します。 フロントバーを引き抜いて取り外します。

シートリクライニングは 110°～ 155°まで、
無段階で調整できます。

図のようにストッパーを上下からつまみ、
調整ベルトを引っ張ることで背もたれを起
こします

1 2

1 2
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7.4フットレストの調整

フットレストの起こし方
図の位置を上に持ち上げます。 フットレスト裏側の左右のレバーを押しな

がらフットレストを倒します。

1

フットレストの倒し方

2
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8 バックルの留め方・外し方

肩ベルトのバックルと腰ベルトのバックルを
重ね合わせます。

股のバックルにカチッと音がするまで差し
込みます

図のボタンを押して取り外します。

1 2

3 4
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9 肩ベルトの調整

高さの調整
肩ベルトは3段階に高さ調節が可能です。
お子様の成長に合わせて最適な高さに調
整してください。

長さの調整
ベルトの長さを調整します。

お子様の肩の高さに合うように調整してく
ださい。

肩ベルトと腰ベルト共に、指が2本入るほ
どの余裕をもって取り付けてください。
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10 新生児期の使い方

新生児期（生後 0～ 6ヶ月頃）で使用する際は、シート角度・各ベルト位置を調整のうえ
お使いください。
シートリクライニングは最大に倒した状態で使用します。（P.12 参照）

腰ベルトは内側の位置に調整します。 肩ベルトは1番下の位置に調整します。

1

2 3
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11ベビーカーの持ち上げ方

ハンドルとフレームの図の位置を持って持ち上げます。

フロントバーを持ってベビーカーを持ち上げてはいけません。

1

2
×
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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お止めください。
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。

グリー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。

また、本製品の使用中に破損や破障が生じた場合は、当社のメンテナンスセンターにて一括して修理を承ります。

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。

12 クリーニング

お住まいの自治体の廃棄規制に従ってください。

13 廃棄方法
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●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。縫製品やタイヤの消耗部品に関しては、初期
不良を除き保証の対象外とさせていただきます。

●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、フレーム・シート・ホイール ( 消耗部品を除く) 3
年間を保証の対象期間としております。

●保証内容
本取扱説明の使用方法に準じて適正に使用していたにも関わらず、本製品に故障や不良が発生した場合、保証期間
に於いては無償でのアフターサポートを致します。ただし本製品購入時の初期不良を除きアフターサポートに必要な製品
や部品代・修理代および配送料はお客様のご負担とさせていただいております。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。

●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起算して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アフターサポートを致します。初期不良の場合、アフターサポートに必要
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・修理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。

●交換について
原則として本製品開封後の交換はできません。ただし未開封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、製品の使用に於いては差し支えありません。

●保証の対象外
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信憑性が無い場合。

14 保証規約



●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・火炎・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

15 免責事項
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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 〒910-1303 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

www.westex-japan.com


