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2

本取扱説明書は、必要なときにいつでも参
照できるよう、大切に保管してください。

本取扱説明書を熟読して、内容を理解し
た上で本製品をご使用ください。

重要！

本製品は、本製品に対応した「nuna pipa next」（別売）などのベビーシートを取り
付けて、チャイルドシートとして使用するための ISOFIX ベースシートです。本製品は、
最新のチャイルドシートの安全基準に適合する ISOFIX ベースシートですが、使用
方法を誤ると、所定の安全性能を発揮できないばかりか、お子さまのみならず他
の乗員の方や保護者の方の安全にも重大な影響をおよぼすおそれがあります。
安全に本製品をご使用いただくため、あらかじめ、本取扱説明書および本製品に
取り付ける「nuna pipa next」などのベビーシートの取扱説明書を熟読し、内容を
十分に理解した上で本製品をご使用ください。
本取扱説明書は、大切に保管して必要なときにいつでも取り出して参照できるよう
にしておいてください。

必ずお読みください
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チャイルドシートをご使用いただくにあたって、 国土交通省推奨によるユーザー登録
へのご協力をお願いいたしております。本製品は、日本国内で使用を認められてい
るチャイルドシート基準の ECE 基準に適合しております。本製品は、当該基準に適
合するよう万全の注意をもって製造されていますが、万が一基準に適さない製品が
発生し、かつその製品が出荷されてしまった場合、直ちにその製品を入手されたお
客様にご連絡を差し上げ、対象となった製品を修理する必要があります。
このような場合に、 迅速にお客様に情報をお伝えし適切に対応できるよう、 お客様
にはユーザー登録をお願いいたしております。
同梱の「ユーザー登録はがき」または、下記の弊社ホームページよりご登録ください。
お預かりしたお客様の個人情報は、弊社が管理し、お客様の承諾を得ない限り、
この緊急の連絡の目的にのみ利用させていただきます。

ユーザー登録のお願い

https://www.katoji.co.jp/childseat.html

はじめにお読みください

nunababy.com

NUNA への製品の登録について
www.nunababy.com より nuna への製品登録が可能ですが、現在、日本語
での表記はございません。
日本国内においては、輸入販売元の株式会社カトージにおいて、ユーザー
登録、保証サービス、サポートを行っておりますので、上記 URL からご登
録いただくか、同梱のユーザー登録はがきにより、ご登録をお願いします。

info@nunababy.com 
www.nunababy.com
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チャイルドシートについて

ユーザー登録に必要な情報は、本製品の底面に記載されています。

Serial No.

MODEL / DATE

チャイルドシートは、 万が一の交通事故の際や自動車の急制動 ( 急発進、急停止、
急なハンドル操作など ) によって生じる、お子さまへの負担や衝撃を軽減すること
を目的としており、お子さまを交通事故や急制動により生じる負担や衝撃から無傷
で守る事を保証する製品ではありません。
また、チャイルドシートが正しく取り付けられていなかったり、お子さまの身体がチャ
イルドシートに正しく固定されていなかったり、 お子さまの体重や体格に適さない
状態でチャイルドシートを使用したりすると、交通事故や急制動時に本製品が所定
の性能を発揮できないばかりか、本製品が動くなどして、お子さまの安全のみなら
ず、他の同乗者の安全にも重大な影響をおよぼすおそれがあります。
本製品を使用するにあたっては、本取扱説明書の記載内容および本製品本体の表
記に従って、常に正しく使用してください。
また、どれほど短い距離、どれほど短時間のドライブであろうとも、チャイルドシー
トを常に正しく使用するとともに、慎重で安全な運転を心がけるようにしてくださ
い。
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本製品は、「nuna pipa next 」（ベビーシート）を取り付けた場合、「i-Size」規格に適合
したチャイルドシートとして使用することができます。

「i-Size」 (Integral Universal ISOFIX Enhanced Child Restraint Systems) は、チャイル
ドシートのカテゴリーであり、「i-Size 対応」と指定された自動車の座席で使用できます。
動車の取扱説明書において「i-Size 対応」との表記がない場合でも、使用可能な場合
がありますので「適合車種一覧」（P7 参照）をご確認ください。

本製品の適合する UN Regulation No.129 では、本製品に取り付けて使用するチャイル
ドシートは、 汎用 ISOFIX ISO/R2 カテゴリーのチャイルドシートであり、ISOFIX によって
自動車の座席に固定しなければならないことが規定されています。

本製品は、「i-Size」規格に適合した ISOFIX ベースシートです。UN Regulation No.129
の規定により、自動車のメーカーが自動車の取扱説明書において「i-Size 対応」と指定
している座席での使用が承認されています。
また、自動車の取扱説明書において「i-Size 対応」との表記がない場合でも、「UN（ECE）
R129 または UN(ECE)R44 に適合したチャイルドシートが使用可能」との表記がある場
合、当該自動車が「適合車種一覧」（P7 参照）において、ISOFIX による取り付けを可
能としている場合は使用することができます。

本製品は、ISOFIX でのみ使用可能です。3 点式シートベルトなど他の方法で取り付け
て使用することはできません。

本製品は、単品では使用することができません。「nuna pipa next」などの本製品に対
応したベビーシートを取り付けてのみ使用することができます。

ご不明な点については、チャイルドシートのメーカーまたは保証書欄に記載のお問い合
わせ先、買い求めになった販売店にお問い合わせください。

1

2

3

4

5

6

本製品の重要な情報

当社が使用可能と明確に表示していないベビーシートを絶対に取り付けないで
ください。衝突や急制動の際に、ベビーシートが外れ、思わぬ事故につながる
おそれがあります。
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https://katoji.co.jp/user-carseat/index.html

適合車種一覧

以下のホームページに掲載の適合車種一覧において、本製品を取り付けて使用で
きる車両の情報が記載されています。
本製品は、「nuna pipa next」を取り付けた場合、「i-Size」規格に対応いたします。
当社が特に指定しない限り、自動車の取扱説明書において、「i-Size 対応」と指定
されている座席に取り付けて使用することができます。

「i-Size 対応」と指定されていない自動車、座席でも、取付可能な場合があります
ので、車種適合一覧にて、適合の可否をご確認ください。

「nuna pipa next」は単体で、3 点式シートベルトで固定して使用することが
できますが、本製品を使用した場合とでは取り付け方法が異なりますので、

「nuna pipa next」が取り付け可能な座席でも、本製品が取り付けできるとは
限りません。
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この表示に付随して記載されている内容を守らなければ、死亡または重傷に至

る切迫した事態が生じます。

この表示に付随して記載されている事柄は正しい状態にあることを示します。

この表示に付随して記載されている事柄は、誤った状態にあること、または禁
止されている状態にあることを示します。

表記の説明

本取扱説明書では、本製品を使用するにあたって特にご注意、ご留意いただく事
項を「危険」「警告」「注意」に区分し、強調して表記しております。
この表記に付随して記載されている内容を無視すると、本製品をご使用になるお子
さまや保護者の方、また、周りにいる方や物品に損害をおよぼすおそれがあります
ので、必ずこれらの内容を十分に理解した上でご使用ください。

この表示に付随して記載されている内容を守らなければ、死亡または重傷に至

る可能性があります。

この表示に付随して記載されている内容を守らなければ、軽傷または中程度の
傷害を負ったり、本製品またはその他の物品に損害をあたえたりすることがあ
り得ることを示します。

「ポイント」と表記された枠に記載されている事項は、本製品をご使用いただ
くにあたって知っておいていただきたいこと、また、本製品をより便利に使用し
ていただくための大切な情報です。

その他の表記について

本取扱説明書で使用するイラストについて
本取扱説明で使用しているイラストは、より理解しやすくするために、大きさの比
率の変更、強調、誇張などをおこなっており、実際とは異なる部分があります。あ
らかじめご了承ください。
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使用可能なお子さまの範囲

本製品を使用できるお子さまの範囲と条件は、本製品に取り付けて使用する「nuna 
pipa next」などの、ベビーシートの規定に準じます。

「nuna pipa next」を取り付けた場合、以下の範囲のお子さまにご使用いただけます。

「nuna pipa next」など、本製品に取り付けて使用するベビーシートにおいて
規定されている使用可能なお子さまの範囲に満たない、または超えての使用は、
思わぬ事故につながるおそれがあります。必ず使用可能なお子さまの範囲を遵
守してください。

身長 40cm（体重 2.5kg 以上）～身長 83cm まで
かつ

体重 13kg 以下（生後 15ヵ月頃まで）

nuna pipa next（別売）について

本書では、本製品をチャイルドシートとしての使用するために必要なベビーシート
の「nuna pipa next」に関する記載があります。
本製品をチャイルドシートとして使用するためには、「nuna pipa next」を別途お
買い求めいただく必要があります。
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本製品には、次のものが同梱されています。すべてのものが揃っていることを確認
してください。万が一、足りないもの、破損しているものがある場合、そのままご
使用にはならず、大変お手数ですが、巻末の保証書に記載のお客様サービスまで
ご連絡ください。

内容物の確認

最初にご確認ください

本製品が入っていたビニール袋などの梱包材は、本製品開梱後、直ちにお子さ
まの手の届かない場所に廃棄してください。

本書（取扱説明書 /保証書）

ユーザー登録はがき

本体

ISOFIX ガイド
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各部の名称

1 ISOFIX コネクター
サイドインパクトシールド
アジャストボタン
マウント
リリースレバー
インジケーター（サポートレッグ）
サポートレッグ

2
3
4

取扱説明書ホルダー
ISOFIX コネクターレバー
インジケーター（ベビーシート）
ISOFIX ガイド

5
6
7

8
9
10
11

1

2

4

5
6

7

3

8

本体裏側

11

9

10
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本取扱説明書においては、本製品を取り付ける自動車の部位、部品に関して言及
している箇所があります。本取扱説明書においては以下の通りの名称を用います。

自動車に関わる各部の名称

自動車の取扱説明書（オーナーズマニュアル）においては、別の名称で記載さ
れている場合があります。必要に応じて、上図を参照し、自動車の取扱説明書
の表記と照合するようにしてください。

1 背もたれ
シートベルトタング
シートベルトバックル
ISOFIX 固定バー
座面
シートベルト（肩ベルト）
シートベルト（腰ベルト）

2
3
4
5
6
7

シート（座席）

床面

ドア

前座席
1

2

3

6

7

45
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❶助手席・・・・・・・・・取付使用不可
❷後列左右ドア側席・・・・取付使用可能
❸後列中央席・・・・・・・取付使用不可
❹進行方向横向きの座席・・取付使用不可
❺進行方向後ろ向きの座席・取付使用不可

自動車の座席への取り付けに関して

❶

❷ ❸

❹

❷

❺

上記の座席（シート）すべてに取り付けおよび使用可能とは限りません。
上記は、座席の位置と向きについて使用の可否を記載したものです。この位置
と向きにあって、かつその他の条件を満たした座席にのみ取り付けが可能です。

取り付け、使用可能な座席の位置と向き

i-Size
本製品は、「i-Size」規格に対応した製品です。当社が特に指定しない限りは、自動
車の座席に取り付けた本製品に「nuna pipa next」を固定した場合、自動車の取
扱説明書において「i-Size 対応」と指定されている座席に取り付けて使用すること
ができます。

「i-Size 対応」と指定されていない自動車、座席でも、取り付けが可能な場合があ
りますので、車種適合一覧にて、適合の可否をご確認ください。

本製品は、ISOFIX による固定でのみ使用することが可能です。3 点式シートベ
ルトなどのその他の方法や、特定の ISOFIX 固定装置（スペシフィックヴィークル、
FMVSS仕様など）には取り付けて使用することができません。本書の指示に従っ
て、正しくお使いください。



14

本製品を取り付けできない座席

本製品は、全ての自動車、全ての座席（シート）で使用できるものではありません。
本製品を取り付けて使用できる自動車、座席の情報については、お車の取扱説明
書と適合車種一覧を参照してください。

以下に示す座席では絶対に使用しないでください。この指示を守らないと、死
亡または重傷に至る切迫した事態が生じます。

進行方向に対して前向き以外の座席
本製品は、本製品を前向きにして、車の進行方向に向かって前向きの座席にのみ取り付
けて使用することができます。車の進行方向に向かって後ろ向きや横向きの座席では使
用できません。また、車の進行方向に向かって前向きでも、補助席などの特別な座席や、
バス、電車、船などの座席でも使用できません。

フロントエアバッグを装備している座席
フロントエアバッグが作動すると、エアバッグが展開する際の急
激な衝撃力によって、本製品が押し出され、お子さまが死亡また
は重傷に至る切迫した事態が生じます。
万が一の事態に備え、機能解除ができる座席でも、フロントエア
バッグを装備した座席での使用はお控えください。
ご使用前に、自動車の取扱説明書をあわせて参照して、エアバッ
グの取り扱いに関してご確認ください。

助手席
本製品は、「i-Size」規格に対応しており、自動車の取扱説明書において「i-Size 対応」と
指定された座席には取り付けることができます。車種によっては、助手席が「i-Size」に
対応している可能性もありますが、当社では助手席での使用は推奨しておりません。衝
突や急制動の際にダッシュボードにぶつかったりするほか、運転に支障をおよぼすおそれ
もありますので、より安全な後部座席に取り付けてご使用ください。
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チャイルドシートを安定して設置できない座席
レーシング用のバケットシートなどの極端な凸凹がある座席、幅や
奥行きが極端に狭い座席、本製品を取り付けるとドアやコンソール
など座席以外の構造物に本製品が接触する座席では、チャイルド
シートが安定しないため取り付けることができません。取り付け作
業中に、安定性に不安を感じた場合は、その座席には取り付けない
ようにしてください。
また、適合車種でも限定モデルや中古車の場合には、特殊な座席
が付いていたり、座席そのものが交換されているなどの場合もあり
ます。これらの場合、チャイルドシートが安定して設置できないこと
もありますのでご注意ください。

以下に示す座席では絶対に使用しないでください。この指示を守らないと、死
亡または重傷に至る切迫した事態が生じます。

汎用 ISOFIX 固定装置が装備されていない座席
年式の古い車種に見られる、使用可能なチャイルドシー
トの機種が指定されている（自動車の取扱説明書にお
いて、チャイルドシートのメーカーおよび機種名までが
指定されている）、ISOFIX 固定装置（スペシフィックヴィー
クル）が装備されている座席や並行輸入の米国車に見ら
れる FMVS 規格の ISOFIX 固定装置では取り付けおよ
び使用はできません。

チャイルドシートを使用することによって運転、操作に支障をきたす座席
チャイルドシートを使用すると、ドアミラーが見えにくくなったり、サイドブレーキやシフト
レバー、ハンドル、ウインカーなどの操作に影響を与え、自動車の安全な運転に支障をき
たすおそれのある座席では使用できません。

座席やドアに干渉する座席
座席の可動部分や、座席の移動、ドアの開閉に干渉する座席には取り付けないでください。
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乗員の脱出に影響を与える座席
片開きドアのワンボックスカーのドア側の座席など、チャイルドシートを使用することによ
り、他の乗員が緊急時に自動車から脱出しにくくなるおそれがある座席では使用しないで
ください。
実際に本製品を使用する前に、あらかじめ緊急時を想定して、取り付けようとする座席の
上に本製品にベビーシート（nuna pipa next) を固定した上で置き、その状態で、すべて
の座席から他の乗員が容易に乗降できるかどうか、また、緊急時にお子さまを迅速に脱
出させることができるかを、あらかじめ確認してください。
たとえ「i-Size」対応の座席の場合でも、自動車の使用方法によっては、チャイルドシー
トを取り付けることにより、乗員の脱出などに影響が生じる場合がありますので、同様に
確認をするようにしてください。

以下に示す座席では絶対に使用しないでください。この指示を守らないと、死
亡または重傷に至る切迫した事態が生じます。

床面に構造物のある座席
本製品は、サポートレッグを自動車の床面に接地させて使用
します。このため、床面に収納ボックスなどの構造物がある
座席では使用できません。

パッシブシートベルトが装備された座席
ドアを閉めると自動的にシートベルトが装着される、パッシ
ブシートベルトが装備された座席では、本製品を使用でき
ません。
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その他、しっかりと取り付けられない座席や、取り付け作業中
に動く座席
取扱説明書に従っても、しっかりと固定できない、安定しない、チャ
イルドシートの角度などに異常がある、サポートレッグが接地し
ない、取り付け作業中に動く座席など、正常に取り付けおよび
使用ができない座席では、使用しないでください。

以下に示す座席では絶対に使用しないでください。この指示を守らないと、死
亡または重傷に至る切迫した事態が生じます。

取扱説明書の携行

本取扱説明書は、取扱説明書ホルダー（または、本製品に取り付けて使用する「nuna 
pipa next」などのベビーシートの所定の保管場所）に保管して、必要な際にはい
つでも参照できるようにしておいてください。

nuna pipa next( 別売）

取扱説明書ホルダー
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使用上の注意
本製品の誤った使用は、所定の機能を発揮できないばかりか、お子さまのみなら
ず他の同乗者の方にも思わぬ危険をおよぼすおそれがあります。
ここでは、本製品をお使いいただくにあたって、注意していただきたい重要な事柄や、

「してはならない」重要な禁止事項について説明しています。

以下に記載する内容を守らなければ、死亡または重傷に至る切迫した事態が生
じることを示します。

本書および本体の表記に従って正しく自動車の座席に取
り付けること
本取扱説明書、「nuna pipa next」（ベビーシート）の取
扱説明書、および本製品、ベビーシートの本体に記載
されている指示、ならびに本製品を取り付ける自動車の
取扱説明書の指示に従って、正しく自動車の座席に固定
し、使用してください。
正しく固定されていないと、衝突や急制動の際に本製品
が所定の安全性能を発揮できず、思わぬ事故につなが
るおそれがあります。

指定以外の耐荷重接点を使用しないこと
本製品の取り付けおよび使用にあたっては、本書および本製品に表記されている耐荷重
接点以外を使用しないでください。本製品の取り付けおよび使用にあたっては、必ず本
書や本製品に表記されている指示に従ってください。

ISOFIX 固定固定装置以外の方法で固定しないこと
本製品は、自動車の ISOFIX 固定バーに、ISOFIX コネク
タを接続し、固定して使用します。3 点式シートベルトを
含み、それ以外のいかなる方法でも、固定しないでくだ
さい。
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以下に記載する内容を守らなければ、死亡または重傷に至る切迫した事態が生
じることを示します。

ISOFIXと3 点式シートベルトの固定を同時に行わないこと
ISOFIX での固定と、３点式シートベルトでの固定を併用し
てはいけません。安全性が増すことはなく、むしろ本製品が
所定の安全性能を発揮しなくなるおそれがあります。

本製品の取り付けに関わる部位や部品に異常が認めら
れる場合は絶対に使用しないこと
ISOFIX コネクターやチャイルドシート（ベビーシート）用の
マウント、自動車の座席の ISOFIX 固定装置に異常がある
場合、取り付けおよび使用をしないでください。交通事故
や急制動の際に本製品やベビーシートが外れたり、大きく
動くなどして、重大な事故につながるおそれがあります。

指定する方法以外での取り付け、固定をしないこと
本製品（および「nuna pipa next」）は、取扱説明書および
本体で指示する方法でのみ自動車の座席に固定して使用す
ることができます。ひもや、帯状のもの、布、梱包用ベルト、
テープなどを、固定および装着に使用してはいけません。
また、正しく固定および装着した上に、これらのもので補強
してもいけません。これらのものが、本製品の固定に影響
を与えたり、お子さまの首や身体に引っかかるなどして重大
な事故につながるおそれがあります。
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以下に記載する内容を守らなければ、死亡または重傷に至る切迫した事態が生
じることを示します。

サポートレッグの長さを適切に調節して、サポートレッグ
の先端が確実に床面に接するようにすること
サポートレッグは正しく使用してください。サポートレッグ
の長さを調節して、自動車の床面に確実に先端が接するよ
うにして使用します。

サポートレッグの下や周囲に物を置かないこと
サポートレッグは、安全上、大変重要な部品です。サポー
トレッグは、自動車の床面に接地させますので、サポート
レッグの下に物を置かないでください。また、サポートレッ
グが正しく機能しなくなるおそれがありますので、サポート
レッグの周囲、特にサポートレッグの前に物を置かないよ
うにしてください。

いかなる場合でも注油しないこと
本製品にが安全に機能しなくなるおそれがあります。お手
入れや操作をスムーズにするためなどの目的や方法でも、
絶対に本製品に注油や潤滑剤を使用してはいけません。

指定以外の向きで自動車の座席に取り付けおよび使用をし
ないこと
本製品は、サポートレッグを前にして（本製品に取り付ける

「nuna pipa next」は自動車の進行方向に対して後ろ向き）
自動車の座席に取り付けます。
自動車の進行方向に対して横向きにしたり、前向きにしたり
して使用してはいけません。
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使用しない場合でも、車内では本製品を必ず固定してお
くこと
使用しない場合でも、自動車に本製品を乗せる際には、
本取扱説明書の指示に従い、自動車の座席に正しく固定
しておいてください。正しく固定されていないと、衝突や
急制動の際に本製品が移動し、運転操作の邪魔になった
り、他の同乗者にあたるなどして、重大な事故につなが
るおそれがあります。

分解したり改造したり、指定外の部品を取り付けて使
用しないこと
本製品が所定の安全性能を発揮できなくなるおそれが
あります。本製品の適合する規格、基準に関わる管轄当
局の承認なしに本製品に変更を加えたり、部品などを
追加することは禁止されています。また、指定外の部品
への交換、同梱されていないアクセサリや他社製の部品、
製品を追加して取り付けて使用しないでください。

以下に記載する内容を守らなければ、死亡または重傷に至る切迫した事態が生
じることを示します。

高所に置かないこと
チャイルドシートが落下して、重大な事故につながるお
それがあります。テーブルの上や階段近く、自動車の屋
根の上、買い物カートなど、転落すると危険な場所に
置かないでください。

お子さまを車内に放置しないこと
いかなる場合でも、どれだけ短時間であっても、絶対にお子さまを
自動車の中に放置してはいけません。気温に関わりなく、日差しに
より自動車内の温度が高くなり、熱中症、脱水症状になるおそれ
があります。また、日差しのない時でも、チャイルドシートから抜
け出そうとしてケガをしたり、誤って自動車の操作をしたりするなど
して、重大な事故につながるおそれがあります。
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以下に記載する内容を守らなければ、死亡または重傷に至る切迫した事態が生
じることを示します。

チャイルドシートを使用すること
多くの自動車事故が、短い距離、短い時聞の移動時に発生しています。どれほど短い距離、
どれほど短時聞のドライブであろうとも、チャイルドシートを常に正しく使用するとともに、
慎重で安全な運転を心がけ否ようにしてください。

お子さまの様子に注意すること
チャイルドシートは、常に保護者の目が届く状態でご使用ください。お子さまをチャイル
ドシートに乗せたまま放置してはいけません。安全に配慮しつつ、お子さまの状態、様子
には、常に注意を払ってください。

以下に記載する内容を守らなければ、死亡または重傷に至る可能性があります。

強い衝撃を受けた場合、損傷した場合、部品が欠落した場合は使用を中止すること
交通事故にあった、落下させた、車のドアで強く挟んだ、など一度でも強い衝撃を受け
た場合は絶対に使用してはいけません。本製品だけではなく、本製品に取り付けるベビー
シートも同様です。
特に、交通事故の場合は軽度なものであってもチャイルド
シートには強い力がかかっているおそれがありますので、ご
使用にならないでください。また、本製品の部品が欠落し
たり紛失したりした場合も使用してはいけません。目には見
えない損傷や部品の欠落の影響によって本製品が安全に機
能しなくなっている可能性があります。このような場合は、
修理ができず、保証の対象外となりますので、新しいチャイ
ルドシートをご購入いただく必要があります。

本製品に過度の負担を掛けないこと
本製品が損傷して所定の安全性能を発揮できなくなるおそ
れがありますので、重いものを載せたり、ドアや自動車の
座席のリクライニングで強く挟むなどしたりしないでくださ
い。また、本製品が損傷した場合は使用を中止してください。

単体で使用しないこと
本製品は、単体ではチャイルドシートとして使用することはできません。別売の「nuna 
pipa next」などの、本製品に対応するベビーシートを正しく取り付けることよって、チャ
イルドシートとして使用することができます。
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中古品や劣化した本製品を使用しないこと
中古品は過去の使用履歴や保管状況や使用状況が不明なため再
利用してはいけません。 見た目では判断できない構造的損傷のあ
る可能性もあります。また、再利用による事故を防ぐため使用しな
くなった本製品は、「廃棄品」と明示し、再利用ができない状態に
して廃棄するようお願いいたします。

以下に記載する内容を守らなければ、死亡または重傷に至る可能性があります。

本製品の下にクッションや敷物などを敷かないこと
本製品と座席の間に、座布団やクッションなどの敷物を敷くと、
本製品が所定の安全性能を発揮できなくなるおそれがあります。
本製品を正しく取り付けた際に、自動車の座席にくぼみやキズ
が生じる可能性がありますが、あらかじめご了承ください。

走行前には、毎回チャイルドシートの取り付け状態を確認す
ること
他の同乗者やお子さまが触れるなどして、必要な固定部位が
解除されたりしているおそれがあります。走行前には、毎回
チャイルドシートが正しい状態になっていることを確認してく
ださい。

走行中は、チャイルドシートを操作しないこと
自動車の走行中は、本製品を操作してはいけま
せん。取り付け状態の確認や、お子さまの固定
状態の確認でも、走行中には操作しないでくだ
さい。走行中に異常を発見したり、取り付け状
態や、お子さまの固定状態に不安が生じたりし
た際は、速やかに自動車を安全な場所に停めて
から、確認、操作を行ってください。
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以下に記載する内容を守らなければ、死亡または重傷に至る可能性があります。

可倒式座席の場合、確実に背もたれを固定するこ
と
自動車の可倒式座席（トランクスペースを広く使え
るよう、座席の背もたれを前に倒すことができる座
席／トランクスルー）にチャイルドシートを取り付け
る場合、背もたれを確実に立てて固定してください。
背もたれが確実に固定されていないと、使用中に
突然背もたれが倒れ、思わぬ事故につながるおそ
れがあります。

本製品を取り付けた後に、自動車の座席のリクライニング操作や座席の移動をした場合
には、念のため状態を確認すること
本製品を自動車の座席に取り付けた後に、取り付けた自動車の座席のリクライニング操
作や座席の位置を前後に移動させる操作をすると、固定の状態が変化する可能性があ
ります。これらの操作をした後には、念のため、取り付け状態を確認してください。

目的外で本製品を使用しないこと
本製品は、本書で示す目的でのみ使用することができます。本
来の目的以外で使用すると、重大な事故につながるおそれがあ
ります。

お子さまを乗せたまま本製品を持ち上げないこと
お子さまが本製品から落下したり、本製品が落下したりするなど
して思わぬ事故につながるおそれがありますので、たとえチャイル
ドシート（ベビーシート）のハーネスでお子さまが正しく固定され
ていたとしても、お子さまを乗せたままで持ち上げないでくだい。
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以下に記載する内容を守らなければ、軽傷または中程度の傷害を負ったり、本
製品またはその他の物品に損害をあたえる可能性があります。

車内にある動くものは固定しておくこと
急制動などの際に、チャイルドシートを使用しているお子さ
まのみならず、他の同乗者にあたるなどしてケガを負うおそ
れがありますので、自動車内にある動く物は適切に固定す
るようにしてください。

自動車のドアや可動式シートの操作に干渉しないように取り
付けること
チャイルドシートは、自動車のドアや、可動式シートの操作
に干渉しない座席に取り付けてください。チャイルドシート
や自動車が破損したり、キズが付くおそれがあります。

適切な方法でお手入れすること
チャイルドシートが安全に機能しなくなるおそれがありますの
で、お手入れやメンテナンスの際に、稼働部、接合部に潤滑
油を使用してはいけません。本製品のお手入れは、本取扱説
明書の指示に従って行うようにしてください。

サイドインパクトシールドに注意すること
本製品には、ベビーシートを固定すると自動的に展開するサ
イドインパクトシールドが装備されています。固定タイプの側
壁（アームレスト）があるキャプテンシートなどの座席および
ドアまでの空間の少ない座席では、サイドインパクトシールド
が、側壁またはドアに干渉し、キズを付ける場合があります。
その場合は、サイドインパクトシールドを閉じてご使用くださ
い。
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以下に記載する内容を守らなければ、軽傷または中程度の傷害を負ったり、本
製品またはその他の物品に損害をあたえる可能性があります。

ISOFIX コネクターや ISOFIX 固定バー、マウントを清潔に保つこと
ISOFIX コネクター、ISOFIX 固定バーに食べかすや、汚れ、ほこりが付着していると、本
製品が安全に機能しなくなるおそれがあります。これらを常に清潔に保つようにして必要
に応じてお手入れするようにしてください。また、ベビーシートを本製品に取り付けるた
めのマウントも同様に常に清潔を保つようにしてください。

不適切な保管をしないこと
部品の劣化が早まったり、変質したりするなどして本製品
が正常に機能しなくなるおそれがありますので、風雨にさら
される露天、直射日光のあたる場所、極端に暑くなる場所、
湿気の多い場所、ホコリの多い場所などで保管しないでく
ださい。また、このような状態で長期間保管された本製品
を使用してはいけません。

部品の過熱に注意すること
ヤケドを負うおそれがありますので、チャイルドシートの金属
部品や樹脂部品が、日光により過度に加熱していないか確認
してから、お子さまを乗せてください。また、本製品を操作す
る方も、温度を確認してから操作するようにしてください。野
外に駐車する際には、直射日光を避けて、日陰に駐車したりチャ
イルドシートに覆いをしたりするなどして加熱を防ぐようにして
ください。

お子さまの手足を挟まないようにすること
重大な事故につながるおそれがありますので、本製品を操作する際に、お子さまの手足
に注意し、本製品と、自動車の座席やベビーシートとの間に手や足、指を挟まないよう注
意してください。

トランクでの保管に注意すること
本製品の破損につながるおそれがあります。本製品を自動車のトランクに入れて保管す
る場合、上に他の物を載せないように注意してください。また、トランク内は高温になり
ますので、長期間にわたるトランク内での本製品の保管は避けてください。
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以下に記載する内容を守らなければ、軽傷または中程度の傷害を負ったり、本
製品またはその他の物品に損害をあたえる可能性があります。

長期間使用しない場合は自動車の座席から取り外してください
本製品を長期間使用しない場合は、自動車の座席に取り付けたままにせず、取り外して
車外の安全な場所で適切に保管してください。

ご購入前、ご使用前にお使いの自動車の座席に正しく本製品を取り付けられるか、ご確
認ください
正しく取り付けできないと、衝突や急制動の際に、本製品が所定の安全性能を発揮する
ことができません。

チャイルドシートを長時間連続して使用しないこと
お子さま、特に新生児期のお子さまを長時間にわたり同じ姿勢で固定すると、お子さまに
ストレス、疲労をあたえる可能性があります。より快適にご使用いただくため、適宜、お
子さまを本製品から降ろして、自由に動けるようにしてあげてください。
また、安全運転のためにもなりますので、最低でも1 時間に 1 度は休憩をとるようにして
ください。

疑問点、ご不明な点は、販売店、メーカーに問い合わせください
補修やお手入れ、メンテナンスについて疑問がある場合は、本製品をお買い求めになっ
た販売店または巻末に記載のお客様サービスにお問い合わせください。

自動車の座席への影響について

本製品は、安全に機能するため自動車の座席に確実に固定される必要があります。
これによって、自動車の座席にへこみやあとがつき、座面にキズがつく場合があり
ます。
本製品を正しくご使用いただいた結果として、自動車の座席、座面にこれらの損傷
が生じる可能性があることをあらかじめご了承ください。
当社は、この損傷に関しての損害賠償の責を負わないものとさせていただきます。
本製品が安全に機能しなくなるおそれがありますので、損傷を防ぐためのカバーな
どを使用しないでください。



28

交通事故などの緊急時には、あわてず「nuna pipa 
next」（ベビーシート）のバックルボタンを押し下げて
ハーネスを外し、速やかにお子さまを自動車外に脱
出させください。
そして直ちにお子さまの応急処置を行い、医師の診
断を受けるようにしてください。 お子さまの脱出の際
に、ハーネスや自動車のシートベルトにお子さまが絡
まないように注意してください。バックルボタンが機
能しない場合は、以下の方法でお子さまを脱出させ
てください。

バックルボタンが機能しない場合

本製品で固定している場合
●「nuna pipa next」をISOFIX ベースシートから取り外す
●本製品ごと自動車の座席（ISOFIX 固定バー）から取り外す
●シートベルトカッターで「nuna pipa next」（ベビーシート）のハーネスを切断する

緊急時の操作
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使いかた

01
「自動車の座席への取り付けに関して」を参照して、取り付け可能な座席であるこ
とを確認します。

本書および車種適合一覧において取り付け不可とされている座席には取り付け
ないでください。

自動車の座席への取り付けかた

座席の確認

参照 P13-17 ＞自動車の座席への取り付けに関して

取り付けかた

安全のため、ISOFIX ベースシートの取り付け、取り外しの作業中は、お子さま
を近づけないようにしてください。

01
本製品を取り付ける座席のシート
ベルトは、留めずに巻き取るなど
して邪魔にならないようにしてお
きます。シートタングやシートバッ
クル、その他のものの上に本製品
を乗せないようにしてください。

あらかじめ本製品を自動車の座席に取り付けた上で、「nuna pipa next」（ベビーシー
ト）を本製品に固定して、チャイルドシートとして使用します。 
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02
ISOFIX ガイドを、座席の ISOFIX 固定バーに差し込みます。ISOFIX ガイド
の切込部を ISOFIX 固定バーに差し込むようにして取り付けてください。

車種によっては、ISOFIX ガイドを差し込めない場合があります。その場合は、
ISOFIX ガイドを差し込まずに本製品を取り付けることもできますが、ISOFIX
固定バーの周囲の座席の生地にキズがつく場合があります。あらかじめご了承
ください。

ISOFIX 固定バーは、座面と背もたれの間の奥にあります。背もたれを押し上
げるか、座面を押し下げると、ISOFIX 固定バーが見えますので、その状態で
ISOFIX ガイドを差し込んでください。また、車種によっては、ISOFIX 固定バー
にカバーが掛けられている場合がありますので、自動車の取扱説明書をご確認
ください。

上

切込部

下

03
サポートレッグを最後まで開きます。

サポートレッグは完全には固定されてい
ません。本体を持ち上げるとサポートレッ
グが開き、先端部が下に引き出されるこ
とがありますので、ご注意ください。
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04
① ISOFIX コネクターレバーを引
いて、➁ ISOFIX コネクターを最
後まで引き出しておきます。

ISOFIXコネクターレバー

ISOFIXコネクター

②
①

「nuna pipa next」（ベビーシート）を取り
付けた状態で座席への着脱を行わないで
ください。

05
前後を確認して座面に置き、左右の ISOFIX コネクターを、それぞれ ISOFIX
ガイドに差し込みます。
左右それぞれカチッと音がして座席の ISOFIX 固定バーに固定されるまで
しっかりと差し込んでください。
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インジケーター

緑色

赤色

06
下図を参照して ISOFIX コネクターのインジケーターを確認します。必ず、
左右両方とも確認してください。
左右いずれか一方でも緑色になっていない（赤色のまま）場合は、もう一度
操作をやりなおしてください。

ISOFIX コネクターは確実に固定すること。ISOFIX コネクターが確実に ISOFIX
固定バーに取り付けられていないと、衝突や急制動の際に、チャイルドシート
が自動車の座席から外れて思わぬ事故につながるおそれがあります。
左右の ISOFIXインジケーターのいずれか一方でも赤色の場合は正しく取り付
けられていない状態ですので、両方の ISOFIXインジケーターが緑色になるよう
取り付け直してください。
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赤色

②
①

07
① ISOFIX コネクターレバーを引いて、②本製品全体を背もたれ側に押し付
けます。

背もたれ側に押し付けすぎると、
座席によってはサポートレッグが
過剰に座席に干渉する場合があり
ます。サポートレッグが過剰に干
渉しない範囲で押し付けるように
してください。
押し付けすぎた場合は、ISOFIX
コネクターレバーを引いて、本製
品を手前に戻してください。
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アジャストボタン

サポートレッグ

①

緑色

インジケーター

②

08
①アジャストボタンを左右からつまむようにして握り、サポートレッグの長
さを調整します。サポートレッグの先端が、まっすぐ床面に接して、かつ、
先端（サポートレッグ側）が座席の座面から浮き上がらないようにします。
➁インジケーターが緑色になっていることを確認します。赤色の場合は、サ
ポートレッグが正しく調整されていませんので、緑色になるまで調節しなお
してください。

サポートレッグが完全に床面に接地するとインジケーターは緑色になります。
赤色の場合は、サポートレッグが完全には接地していませんので、サポートレッ
グを調節して、インジケーターが緑色になるようにしてください。
サポートレッグの下や周囲に物を置かないでください。サポートレッグは、安
全上、大変重要な部品です。サポートレッグは、自動車の床面の平面部に接地
させますので、サポートレッグの下に物を置かないでください。また、サポートレッ
グが正しく機能しなくなるおそれがありますので、サポートレッグの周囲、特に
サポートレッグの前に物を置かないようにしてください。
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本製品を極端に座席の座面から浮かせないようにしてください。サポートレッ
グを調節する際には、本製品の底面が座面に、サポートレッグが床面に、それ
ぞれ接している状態にします。
ただし、車種によってはサポートレッグを調節しても、わずかな浮きが見られる
場合がありますがご使用には支障ありません。

09
念のため、本製品を手前に引いて、ISOFIX コネクタ―がしっかりと ISOFIX
固定バーに固定されていることを確認してください。

本製品単体の状態で取り付けておく場合は、お子さまが手や指を機構部など
で挟んだりしないよう注意してください。
また、長期に渡って使用しない場合は、自動車の座席に取り付けたままにしな
いでください。
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チェックリスト
❶

❷
❸

❹

左右の ISOFIX コネクターが ISOFIX 固定バーに固定され、ISOFIX コ
ネクターのインジケーターが左右とも緑色になっていること。
サポートレッグのインジケーターが緑色になっていること。
サポートレッグが完全に開かれていて、サポートレッグの先端が床面
に接していること。
サポートレッグの下、周辺に物が置かれていないこと。
本製品の底面が座席の座面に接していること（極端に浮いていないこ
と）。

10
以下のチェックリストを確認します。一つでも正しくない部分があれば、正
しい状態になるよう操作しなおしてください。

❷

❸

❶

❹

本製品は 3 点式シートベルトによる固定はできません。本製品が安全に機能し
なくなるおそれがありますので、ISOFIX により本製品を正しく固定した上から、
3 点式シートベルトなどで、チャイルドシートをさらに固定しようとしないでく
ださい。
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nuna pipa next（ベビーシート）（別売）の取り付け

01
「nuna pipa next」のキャリーハンドル
を、キャリーポジションに調節します。

あらかじめ自動車の座席に取り付けた本製品に、「nuna pipa next」（ベビー
シート）を固定して、チャイルドシートとして使用します。

対応外のベビーシートを取り付けて使用してはいけません。「nuna pipa next」
の他、当社が、「取り付け可能」と明示していないベビーシートを、本製品を取
り付けてはいけません。

本取扱説明書にあわせて「nuna pipa next」（ベビーシート）の取扱説明書を
確認すること。

安全のため、「nuna pipa next」（ベビーシート）の取り付け、取り外しの作業中は、
お子さまを近づけないようにしてください。

ここでは、「nuna pipa next」（別売）を本製品に取り付けて、チャイルドシー
トとして使用する場合の操作方法を記載しております。
必ず、「nuna pipa next」（ベビーシート）（別売）の取扱説明書をあわせて
確認してください。

「nuna pipa next」の場合、チャイ
ルドシートとして使用するには、キャ
リーハンドルをキャリーポジション
にする必要があります。
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02
「nuna pipa next」を自動車の進行方向に対して後ろ向きにして、マウント
の位置に「nuna pipa next」底面の前後にある取り付けバー（金属棒）位置
を合わせて下ろします。

緑色 マウント

取り付けバー
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03
そのままに押し込み、カチっと音がして、「nuna pipa next」がしっかりと
固定されたことを確認します。
本製品の左右にあるインジケーターが、両方とも緑色になっていることを確
認してください。いずれか一方でも赤色の場合は、取り付けなおしてくださ
い。

緑色

インジケーター

04
念のため、「nuna pipa next」のキャリーハンドルを動かして、本製品から
外れないことを確認してください。

本製品には、ベビーシートを取り付けると、自動的に展開するサイドインパク
トシールドが左右に装備されています。座席の種類などによっては、サイドイ
ンパクトシールドが干渉する場合があります。この場合はサイドインパクトシー
ルドを閉じてください。

参照 P41 ＞サイドインパクトシールド＞ 02
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「nuna pipa next」は、進行方向に対して後ろ向きでのみ使用できます。

ISOFIX で固定した上から、シートベルトや紐など、その他の方法で、追加して
本製品を固定しようとしないでください。これらによって固定が強化されること
がないばかりか、チャイルドシートが所定の安全性能を発揮できなくなるおそ
れがあります。

「nuna pipa next」を確実に固定してください。確実に固定されていないと、衝
突や急制動の際に、「nuna pipa next」が外れ、思わぬ事故につながるおそれ
があります。必ず、本製品のインジケーターが左右とも緑色になっていることを
確認し、かつ、「nuna pipa next」のキャリーハンドルを動かして、本製品から
外れないことを確認してください。

サイドインパクトシールド

本製品には、側面からの衝撃を吸収、緩和するサイドインパクトシールドが
左右に装備されています。
サイドインパクトシールドは、自動車のドア側に効果が期待されます。この
ため、他の乗員側（中央席側）のサイドインパクトシールドは、中央席に乗
員が着座している場合、側面からの衝撃時に、サイドインパクトシールドに
あたる可能性がありますので、閉じておくこともできます。
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➡

01
サイドインパクトシールドは、本製品に「nuna pipa next」を取り付けると
自動的に展開します。

02
サイドインパクトシールドを閉じるには、サイドインパクトシールドの前端
にある①パドルを外向きに押して、➁そのまま閉じます。最後までしっかり
と閉じてください。

②

①

①

②

パドル
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キャプテンシートやエグゼクティブシートなどの、座席の側面に固定タイプの
側壁（アームレスト）がある座席や、ドアまでの空間の少ない座席では、サイ
ドインパクトシールドが側壁またはドアに干渉し、キズを付ける場合があります。
その場合は、サイドインパクトシールドを閉じてご使用ください。

nuna pipa next（ベビーシート）（別売）の取り外し

01
リリースレバーを握って、「nuna pipa next」をゆっくりと持ち上げて取り
外します。
お子さまを乗せた状態で、取り外す場合は、お子さまの様子を見て、慎重に
操作してください。
取り外した「nuna pipa next」を車外に出します。

リリースレバー
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自動車の座席からの取り外しかた

リリースボタン

A B

01
ISOFIX コネクターはダブルロック構造になっています。左右の ISOFIX コネ
クターは同時に操作してください。
下図のように A、B のリリースボタンを同時押して ISOFIX コネクターのロッ
クを解除して、本製品を手前に引き出して ISOFIX 固定バーから抜きます。

ISOFIX コネクターを左右同時に操作しながら、本製品を手前に引いて取り外
します。本製品を手前に引かないと、ISOFIX コネクターが再度ロックされてし
まいます。

02
ISOFIX ガ イ ド を 取 り 外 し ま す。
ISOFIX ガイドはなくさないよう、
大切に保管してください。
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ISOFIX ガイドは取り付けたままにしないでください。ISOFIX ガイドが紛失、破
損したり、同乗者がケガをするおそれがあります。ISOFIX ガイドは、必ず取り
外した上、お子さまの手の届かない場所で、なくさないよう大切に保管してくだ
さい。

02
① ISOFIX コネクターレバーを引いて、② ISOFIX コネクターを本体に収納
して、③サポートレッグを折りたたんで閉じます。

ISOFIXコネクターレバー

ISOFIXコネクター

➡
②

①

③

本製品、「nuna pipa next」とも、座席から取り外したら必ず車外に出しておい
てください。これらを正しく固定せず、そのまま車内に置いておくと、衝突や急
制動の際に移動し、運転操作の邪魔になったり、他の同乗者にあたるなどして、
重大な事故につながるおそれがあります。

サポートレッグは閉じた状態で完全には固定されませんので、サポートレッグ
を下から支えるようにして本製品を持ち、車外に取り出します。サポートレッグ
が突然開いてケガをするおそれがあります。持ち運ぶ際には、片手をサポート
レッグに添えて持ち運ぶようにしてください。



45

お手入れのしかた

樹脂部分のお手入れ

水を直接かけないでください。サビが発生し、本製品が正常に機能しなくなる
おそれがあります。

油類などの潤滑剤は使用できません。潤滑剤を使用すると、大変危険です。
絶対に使用しないでください。

市販のウエットタオル（ウエットティッシュ）や赤ちゃんのお尻ふきは、樹脂部
分のお手入れに使用しないでください。含まれる成分によっては、樹脂が劣化、
変質するおそれがあります。

ガソリン、シンナーなどの有機溶剤、その他の溶剤を使用しないでください。
樹脂部品に影響を与え、ウレタンなどの衝撃吸収材を溶解し、変質、変形させ
るおそれがあります。

水気を使ってお手入れする際には、取扱説明書を取扱説明書ホルダーから外し
てお手入れください。お手入れ後は、すべての取扱説明書を取扱説明書ホルダー
に戻すようにしてください。

樹脂部分は、お湯または水を浸してきつく絞った柔らかい布で汚れをふき
とってください。汚れがひどい場合には、水で薄めた中性洗剤を浸してきつ
く絞った柔らかい布で汚れをふき取ってください。洗剤を使用した場合は、
お手入れ後に洗剤をしっかりとふき取ってください。

本製品に貼られているラベルやシールも安全に関わる重要な部品ですので、決
してはがさないでください。
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機構部分、金属部分のお手入れ

・ISOFIX コネクター
・マウントの金属部
・サポートレッグ
・サイドインパクトシールド
・その他可動部

お湯または水に浸してきつく絞った柔らかい布で汚れをふきとってくださ
い。洗剤類は使用しないでください。
機構部や可動部の内側は、ご家庭の掃除機でゴミやほこりを吸い取るか、市
販のエアダスターで中のゴミ、ほこりを吹き飛ばすようにしてください。

機構部、可動部は常に清潔を保つようにしてください。特に、ISOFIX コネクター
とマウントは、それぞれ自動車の座席、ベビーシートを固定するための重要な
部品です。食べかすやゴミ、ほこりなどが付着しないように注意して、常に清
潔を保つようにしてください。
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長期間使用しない場合、本製品は自動車の座席から取り外してください。

長期間ご使用にならない場合、「nuna pipa next」（ベビーシート）に取り付
けた状態では保管しないでください。

ほこりが内部に入らないよう、カバーなどを掛けて保管するようにしてくだ
さい。

機構部、可動部にお子さまが手や指を差し入れるとケガをするおそれがあり
ますので、お子さまの手の届かない場所で保管するようにしてください。

雨風のあたる場所、露天では保管しないでください。

本製品の上に物を乗せて保管しないでください。

保管のしかた

廃棄のしかた
本製品を廃棄する際には、お住まいの自治体の指示に従い、正しく廃棄する
ようにしてください。
また、再利用による事故を防ぐため「廃棄品、使用不可」と明示して廃棄す
るようお願いいたします。









（
本
製
品
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
先
）

株
式
会
社
カ
ト
ー
ジ
　
お
客
様
サ
ー
ビ
ス

電
話
：
05
68
-6
7-
57
01
　
平
日
10
~1
7時
（
土
日
祝
日
を
除
く
）

w
w
w
.ka
to
ji.c
o.
jp

（
nu
na
日
本
総
代
理
店
）

株
式
会
社
カ
ト
ー
ジ
　
〒
48
4-
08
94
　
愛
知
県
犬
山
市
羽
黒
北
金
屋
39
-2



2011(01)


