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タンデムコネクター
（下段用コネクター）

Wave

・ベビーカーシート耐荷重
 単体でのご使用…��kgまで
 タンデム構成（�人乗り）…��kgまで

・キャリーコット耐荷重…�kg（�か月ぐらい）
・バスケット耐荷重…�kg
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キャリーコットアダプターは、
2人乗り構成時、上段に
キャリーコットを配置する
場合にのみ使用します。

タンデムコネクターは
ベビーカーシートまたはキャリーコットを
下段に装着する際に必ず使用します。

キャリーコットアダプタータンデムコネクター



※怪我をしないように、この製品を折りたた
んだり広げたりするときは、お子様が近づか
ないようにしてください。
※お子様がこの製品で遊ばないようにしてください。
※ベビーカーシートとタンデムシートは、6か
月未満のお子様にはお勧めしません。
※ハーネスは常に使用してください。
※1つのシート・キャリーコットに2人以上の
子供を乗せないでください。
※使用する前に、本体フレーム、シートユ
ニット取り付け装置が正しく取り付けられて
いることを確認してください。
※この製品は、ランニングやスケートには適
していません。
※キャリーコットは、補助なしで座ることが
できないお子様にのみ適しています。
※お子様がひとりで座ることができるように
なったら、このキャリーコットを使用しない
でください。大変危険です。
※乾燥した水平の場所でのみ使用してください。
※お子様をキャリーコットの近くで遊ばせな
いでください。
※キャリーコットのいずれかの部分が壊れ
ている、破れている、または欠落している場
合は使用しないでください。
※暖房機器などの近くにキャリーコットを置
かないでください。
※キャリーコット本体とハンドルは、損傷と
摩耗の兆候がないか定期的にチェックする
必要があります。
※この製品は、平らな面または緩やかに傾斜
した面で使用するように設計されています。
強い傾斜や悪路で使用すると、危険で不安定
なため車両が転倒する可能性があります。
※シルバークロス純正パーツと付属品以外
は使用しないでください。

Silver Cross Waveは安全基準を満たした
高品質のシルバークロス製品です。定期的に
メンテナンスすることで、より安全できれいな
状態でお使いいただくことができます。

シートを単体（�つのみ）でご使用の場合、
キャリーコットは新生児から�kg（�か月）ぐ
らいまで、ベビーカーシートは�ヶ月ごろから
��kg（�歳ぐらい）までご使用いただけます。

タンデム（上下�つ）構成でご使用の場合、
キャリーコットは新生児から�kg（�か月）ぐ
らいまで、ベビーカーシートおよびタンデム
シートは�ヶ月ごろから��kgぐらいまでご使
用いただけます。

当商品は、Wave専用キャリーコット、Wave
専用ベビーカーシート（付属品）、Waveタン
デムシート（Wave Double、Wave Twinに
付属）で使用できるように設計およびテスト
されています。

初めてWaveを使用される場合は、この取扱
説明書をよくお読みになり、ご使用方法をお
確かめくださいませ。

【安全上の注意】
Silver Cross Waveは、EN1888-2：2018に準
拠しており、正しく使用することで優れた
サービスを提供します。ただし、ベビーカー
に問題がある場合は、シルバークロスの販
売店にご連絡ください。適切な対応をいたし
ます。 WaveキャリーコットはEN1466：2014
に準拠しています。

     　   警告
※お子様を放置しないでください。
※ご使用時はお子様から絶対に目を離さな
いでください。
※使用する前に、すべてのロック装置が使用
されていることを確認してください。

ご使用前に下記の注意事項をよくお読みになり、大切に保管してください。注意事項に
従わず誤ったご使用をされた場合、お子様に危険を及ぼす可能性があります。



※キャリーコットは、ウェーブコネクタとタン
デムコネクタの両方に後向き（対面）でのみ
取り付けることができます。
※キャリーコットアダプターは、タンデム
シートまたはタンデムポジションのキャリー
コットでのみ使用できます。
※Waveを単一の構成に戻す前に、キャリー
コットアダプターをフレームから取り外す必
要があります。
※キャリーコットアダプターはキャリーコッ
トと一緒にのみ使用でき、ベビーカーシート
を取り付ける前に取り外す必要があります。
※タンデムシートは、前方または後方に取り
付けることができます（ご希望の構成によっ
て異なります）。
※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。
※タンデムシートポジションはすべての構成
で利用できるわけではありません。タンデム
シートを不適切な位置に無理に押し込まな
いでください。損傷する可能性があります。
※フレームを折りたたむ前に、Simplicityタ
ンデムアダプターを取り外す必要がありま
す。損傷する場合があります。
※タンデムコネクタは、タンデムシート、キャ
リーコット、またはカーシートアダプターが取り
外された後にのみフレームから取り外せます。
※フレームを折りたたんだり広げたりすると
きは、十分な注意を払う必要があります。指
の挟み込みや怪我を防ぐために、広い場所
を確保して行ってください。
※怪我や損傷の可能性を回避するために、フ
レームを持ち上げて運ぶ前に、必ずフォールド
ロックがかかっていることを確認してください。
※メインハンドルを使用して、折りたたまれ
たフレームを持ち運びます。
※未使用時のハーネスがバックルに留めら
れた状態はお子様の首が引っかかる可能性
があり大変危険です。お子様が乗っている時
はハーネスはしっかり5点式の状態でご使用
ください。

※ベビーカーが動いていないときは、常に
ブレーキをかける必要があります。
※本体を前後にゆっくりと動かして、パーキ
ングブレーキが完全にかかっていることを
常に確認してください。
※構成の変更やリクライニング・高さ調整な
どをする前に、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。
※高温の液体でカップホルダーを使用しな
いでください。カップホルダーは最大340g
の重量を保持することができます。
※お子様がキャリーコットにいるときは、必
ずバンパーバーが取り付けられていること
を確認してください。
※付属のマットレス以外を追加しないでください。
※バンパーバーは、使用中は安全のため常
に両側でしっかりと接続する必要があります。
※キャリーコット内のお子様の頭が体よりも
下がらないようにご注意ください
※お子様が乗っている時は絶対にバンパー
バーを持ってシートやキャリーコットを持ち
上げないでください。キャリーハンドルでは
ありません。
※ハーネスは５点式としてお使いください。
※季節により衣類の厚さが異なります。お子
様が窮屈でない位置にハーネスを調整して
ください。
※お子様がベビーカーの座席にいるとき
は、必ずバンパーバーが取り付けられている
ことを確認してください。
※フレームからベビーカーシートを取り外
す前に、必ずベビーカーシートからお子様を
降ろしてください。
※タンデム構成（2人乗り）で使用するために
シートを組み替える際はパーキングブレー
キをかけ、ベビーカーシートまたはキャリー
コットをすべて取り外してください。
※コネクタの向きを確認してください。コネ
クタ無理に押し込まないでください。損傷す
る可能性があります。



【 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



Wave

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


