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安全にご利用いただく前に

使用分類

注意
ハギーカーシートは必ず進行方向と逆向きに設置してください。
進行方向に対して、後ろ向きにしたり横向きにした席には絶対に取り付けないでください。
ハンドルは一番前に回して自動車のシートに接地した状態で取り付けてください。

自動車でのハギーカーシートの使用方法

●ハギーカーシートはエアバッグの装備されている席では絶対に使わないでください。
●リクライニングシートが、自動車の説明書にしたがって直立で固定されていることを確認してください。
●移動中は、車の中に物やかばんを放置しないようにしてください。物やかばんは安全にしまわれていることを
　確認してください。事故の際、怪我を引き起こす恐れがあります。
●すべてのベルトが常に固定され適度に引っ張られているか確認してください。チャイルドシートのベルトが
　正しく機能しているか定期的に確かめてください。
●移動中、すべての乗員は、法律に従ってシートベルトを装着しなければなりません。
●自動車が動いているときには絶対にお子様をハギーカーシートから降ろさないでください。降ろす必要があ
　る場合は、できるだけ早く安全な場所に止まってください。
●カー・シートの向きが自動車の進行方向と常に平行になっているか確認してください。
●バックル付ベルトがねじれていたり、自動車のドアやシートの可動部分に挟まっていないか確認してください。
●安全で適切な運転をしてください。チャイルドシートは有効な拘束システムです。しかし、単独では重大な
　車両事故が起こった場合、深刻な怪我を避けるには十分ではありません。事故は遅いスピードで起こった
　としても自動車の乗員すべてに非常に危険なものであることを心に留めておいてください。
●チャイルドシートは、お子様を乗せていなくても自動車の座席に常に固定してください。
●自動車が直射日光にさらされている場合、自動車の内装は大変熱くなっている可能性があります。
　部品が熱くならないように、チャイルドシートを使用していないときはタオルをかけてください。
●長く移動する場合、お子様は疲れやすいので頻繁に休憩をとってください。

【専用のベビーカーにハギーカーシートを取り付けてご使用になる場合】
●必ず取付専用アダプター(別売り）をご使用いただき、ベビーカーに取付てください。
　ご不明な点は、ウェブサイトwww.casarich.co.jpをご覧いただくか販売店、カーサリッチ株式会社にお尋
　ねください。
●カーシートを取り付けるときは、ベビーカーの使用方法に関する説明書を十分お読みください。
●製品を階段や段差の近くに置かないでください。
●ご使用になる場合はベビーカーの使用方法に関する説明書を十分お読みください。
●ブレーキがかけてあっても、お子様を乗せたベビーカーを坂道に置かないでください。ブレーキの効果は
　強い傾斜では限られます。
●お子様をベビーカーやカーシートに乗せているときには、階段やエスカレーターを使用しないでください。
●お子様を乗せたまま、製品を開いたり、たたんだり、分解しないでください。
●どのような場合でも、お子様が近くにいるときに、このような作業を行う場合は、特に注意してください。
●他の交通手段で移動するときは、お子様をベビーカーやカーシートに乗せたままにしないでください。

ハギーカーシート
　●「汎用型」分類
　●ハギーカーシートは、３点シートベルトを使用して自動車に取り付けます。

安　全
このシートはあらゆる状況での怪我から守ることを保証するものではありません。しかし、適切に使用すれば、
怪我を軽くしたり、死亡することを避けられるかもしれません。製品を使用する前に、よくお読みになり、使用
方法を理解してください。強調された警告には最大限の注意を払ってください。取扱説明書は常にシート・
ユニットと共に保管してください。シートの後部に説明書の適切な保管場所があります。

重要　ハギーカーシートは体重13kgまでのお子様のための規制ＥCE44／04によるものに相当する拘束システムです。
体重が13kgを超えるお子様や、お子様の肩が肩ベルトの一番上の穴の高さを超える場合はシートを使用しないでください。
ハギーカーシートは一般的な車内の使用に適していて、すべてではありませんがほとんどの座席タイプに使用できます。ハギーカー
シートは、規制UN／ECE No.16か他の同様の基準によるものに相当するベルト巻き取り器のついた３点シートベルトが装備
された自動車にのみ使用できます。シート・ユニットをどの位置に設置できるか、自動車の説明書を確認してください。ご不明な
点は、販売者または正規代理店にすぐにご連絡ください。拘束システムが自動車の使用・整備説明書に含まれる条件に合って
いるか確認してください。 
※適合車種リストをイングリッシーナオフィシャルサイト内ハギーカーシートページ（www.casarich.co.jp)にてご確認ください。

落下の危険！　お子様が動くことで、チャイルドシートがすべって動くことがあります。シートを高いところ（たとえば
テーブル、作業台、ベッドなど）に決して置かないでください。

窒息の危険！　表面のやわらかいところに置いた場合、シートがひっくり返ってお子様が窒息する恐れがあります。ベッドや肘
掛け椅子やその他表面のやわらかいところには、決して置かないでください。

以下のような場合、ハギーカーシートは使用しないでください。
●軽いものであっても、事故にあった場合、目に見えない損傷がある場合があります。安全な水準を確実にするためには、
　製品を新しいものと取り替えてください。
●損傷があったり、説明マニュアルがなかったり、部品が足りない場合、すぐに、カーサリッチ株式会社にご連絡ください。
●中古品のご使用は、製品に非常に危険な構造上の損傷がある場合があります。
●自動車の定期的な点検・整備・清掃の時には、ハギーカーシートのすべての部品が正しく固定されているか確認してください。
　もし、異常が認められた場合、使用を中止してください。
●製品に指を挟まないようにご注意ください。
●妊娠37週未満で生まれた赤ちゃんは本製品が危険である恐れがありますので使用しないでください。

危険

この説明書に図示されたもの以外の位置や形状で本製品を使用しないでください。
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使用説明書

1

ハンドル
ハンドル調節ボタン
バックル
インナークッション
シート
幌
後部ベルトガイド
後部解放レバー

H1

H2

H3

H4

H4-1

H5

H6

H7

保証または交換部品に関する注意事項

製品のお手入れと整備の注意事項

●メーカーが製造または承認していない部品や付属品を使用したり交換しないでください。
●座席、かばん掛け、雨よけ、ベビーカーの補助台といった、メーカーが製造または承認していない付属品を使用し
　たことによる損傷は、当社の保証の範囲外となります。
●ハギーカーシートの機構部分を改造したり、手を加えることは絶対にしないでください。その後、安全な取り付け
　ができなくなる恐れがあります。
●メーカーはいかなる改造に対しても責任を負いません。
●製品に貼付されたラベル･ステッカーは絶対に外さないでください。安全基準に基づく使用が出来なくなる恐れが有
　ります。
●製品が完全に機能していることを確認するために、定期的に各部が正しく作動していることをご確認ください。
　何らかの問題や故障を発見した場合は、製品の使用を中止し、販売店またはカーサリッチ株式会社にすぐに連絡し
　てください。
●製品の不適切な使用による、いかなる物的・人的損害には責任を負いません。
●製品を改良するために、予告なしにデザイン的、技術的な改善・変更を行う場合があります。
●各部を操作する場合、お子様の安全に十分注意を払ってください。

ご自宅でハギーカーシートをご使用になる場合の注意
警告！ ハギーカーシートは長い時間眠るためのものではありません。
警告！ ベビー・ベッドやベッドに代わるものではありません。
         お子様が眠る場合には、適切な ベビー・ベッドやベッドに寝かせてください。
警告！ お子様がひとりで座れるようになったら使用しないでください。

●お手入れの際、可動部分に無理な力をかけないでください。不明な点は、まず説明書をお読みください。
●製品は直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所に保管してください。
　また、直射日光の当たる場所に長く置いていると多くの部品が変色する恐れがあります。
●プラスチック部品や金属部品は濡らした布か中性洗剤で掃除してください。溶剤、アンモニア、ベンジンは使用
　しないでください。
●濡れた場合、さびを防ぐために金属部品を十分に乾かしてください。
●シートは一般の洗濯物と分けて洗うことをお勧めします。
●やわらかい洋服用のブラシ等を使用して、定期的に布製部分をお手入れしてください。
●洗濯について
　　30度以下の水で手洗いしてください。

　　漂白剤や漂白剤入りの洗剤は使用しないでください。

　　乾燥機の使用やドライクリーニングの使用はできません。

　　アイロンは使用しないでください。
●布製部品は使用前やしまう前には完全に乾燥させてください。
●カビの発生を防ぐために、定期的に風を通すことをお勧めします。
警告！ ベルトは決して洗わないでください。濡らした布か中性洗剤で拭くだけにしてください。

【ハギーカーシート】

H6

H2

H7

H1

H5
H4

H3

H4-1

2
■ハンドル     を調節するには、左右のボタン     を同時に押して、希望の位置まで回します。ハンドルを希望の位置にした
　後は、左右のボタン      が完全に飛び出していることを確認してください。

H1 H2
H2

YES

NO!

H2

H2

H1

H2

【ハンドルの調節】



D

C

B

YES

NO! NO!
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5
■安全ベルトが肩の高さ     か、すぐ上の穴を通っていることを確認する。

■位置が間違っている場合、ベルトをシート・ユニットの後ろ側から引き出して、別の穴に通しなおす。必ず左右同じ高さの
　穴を使用してください。

■左右の差込タング     を重ね、固定音がカチッと聞こえるまでバックル     に差し込みます。ベルトの端を引っ張って正しく
　固定されているか確認してください。

B

C D

4

3
■ハンドルは４つの位置に調節することができます。
　     持ち運び時　  ベビーカー装着時　  ロッキング固定時　  自動車取付時 ※ハンドルを一番前方まで回します。

■調節ボタン     を押して、同時に安全ベルトを矢印の方向に向かって引っ張る。A

a

c

b

d

A

a b c d

【安全ベルトの調節】

8 9
■調節ボタン     のところにあるベルトの端を引っ張って、
　安全ベルトがお子様の体にぴったりつくように調整します。
　ベルトとお子様の体の間に指が通らない程度にします。
　緩めるときは、手順６を参照してください。

H3

A

A ■安全ベルトを外すには、バックル　　の赤いボタンを
　押します。

H3



H1

H

G
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13

12

11
■ハンドル      をロッキング固定位置にし、シートの上     と下     のフックを外して、シートを本体から外します。
　※取付の際は　　　  のフックのスリットをハンドルと本体の隙間にある板状のプラに差し込みます。

■安全ベルトからベルトカバーを引き抜きます。

■安全ベルトを穴から引き抜いて、シートを完全に取り外します。

注意 幌を持ってカーシートを持ち上げないでください。幌が外れカーシートが落下する危険があります。

G
G

H
H

10

10
■シートの他に、３カ月頃までのお子様に使用するためのインナークッションが付属されています。
　インナークッションを使用する場合には、安全ベルトが背もたれの一番下の穴に通っていることを確認してください。

■カーシートには調節可能な幌      が取り付けられます。取り付けるには、     の部分を開口部     に差し込み、布部分の
　後ろ側がカーシートの背もたれにぴったりつくように被せます。幌は図の様に開閉することができます。
　幌      を外すには、　  の部分を　　から引き引き抜いてください。E

E F

F

H5

H1

H5

【インナークッションの使用】

【シートの外し方】 シートを定期的に外してお手入れすることお勧めします。

【幌の使用】

H4

E

H5

NO!

F

H2

H2H1

YES

NO!

14
■ハンドル      を一番前の位置に回して、ハンドルを正しい位置にした後は、左右のボタン      が完全に飛び出している
　ことを確認してください。

H1 H2

【自動車への取り付け】 
自動車の座席にハギーカーシートの正しい取り付けを妨げるものがないことを確認してください。リクライニングシートが
自動車の説明書にしたがって直立で固定されていることを確認してください。カーシートを取り付ける座席にエアバッグが
装備されていないことを確認してください。ハギーカーシートは、必ず進行方向と逆向きに設置してください。



H6

L

I

K
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17
■自動車のシートベルトの斜めの部分     を後部ベルトガイド      に通します。

16

15
■自動車のシートベルトの一番下の部分     がシートの側面     を通るようにします。

■自動車のシートベルトを正しくはめます。

K I

L H6

１. シートベルトが十分伸びていて、ねじれていないことを確認してください。
２. ハギーカーシートの底部が自動車の座面にしっかりと接地している事を確認してください。
３. 本体が極端に前後に傾いていないことを確認してください。
４. ハンドルが一番前の位置に固定されていることを確認してください。
５. ハギーカーシートの前方部分が自動車のリクライニングシートに接地している事を確認してください。
６. ハギーカーシート本体を前後に揺らしてぐらつきが無いことを確認してください。

19

18

■ベビーカーのブレーキが正しくかかっているか確認してください。ハギーカーシートのハンドルを持って、ベビーカー左右の
　アダプターに固定します。固定の際に左右の連結音がカチッと聞こえるまでシートを下に押します。

【ベビーカーとの使用】 

注意 使用前には必ずハギーカーシートのハンドルを持ち上げて左右の連結部が外れていないことを確認してください。
　カーシートは必ず対面位置で取り付けてください。

■ハギーカーシートは別売りの専用アダプターを使用してベビーカーに取り付けることができます。
　正しい使用方法は、ベビーカーの取扱説明書も併せてご覧ください。
　取り外しのできる型の場合、座席を正しく取り外した後に、ハギーカーシートをフレームに直接固定することができます。

20
■カーシートを外す場合には、後部解放レバー       を操作しながら、ハンドルを持って持ち上げアダプターから外してください。

H7

H7

ハギーカーシート取付後に下記の点を必ずご確認ください

注 

意
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