お子さまのための快適ポイント
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ON BACKS CARRIER ADVANCEについては、各項目の追記をご覧ください。

お子さまがしがみつき

この取扱説明書は右利きを基準に作成しています。動作を左右逆にしても装着できます。

やすくなります。
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首がすわった乳児期
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この度は本製品をお買い上げいただき、
ありがとうございます。
抱っこひもの耐用年数は、購入日より3年間となります。

3年以上ご使用の場合、生地などの経年劣化により本来の性能を果せず
危険をまねくおそれがあります。
ご使用をお控えください。
ご使用の前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また取扱説明書は大切に保管してください。
本品を他の方にお譲りになるときには、必ず取扱説明書もあわせてお渡しください。
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使い方動画はこちら。
各製品ページに
リンクします。
それぞれのページから
YouTubeにアクセスしてください。

BASIC

ADVANCE
各部の名称

各部の名称を見ながら
各装着方法が
見開きでご覧いただけます。

※安全基準等により、仕様が予告なしに変わることがあります。
製品には万全を期しておりますが、
お気づきの点がございましたら上記までご連絡ください。

表4

左右182mm

表1

左右180mm
（-2mm）

各装着方法

折り込み面

左右177mm（-5mm）

※このページを常に開いて取扱説明書をご覧ください。
安全にお使いいただくために

警告

BASIC

ワイドクッション

セーフティボード（取外して使用もできます）

誤った取り扱いをすると、人が死亡または
重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●お子さまが開口部から落下するおそれがあります。
身体を傾ける際には、
お子さまが落下しないよう

手で支えてください。
また、頭が下向きにならないよう腰を曲げるのではなく、膝を曲げるようにしてく

ださい。

下するおそれがあります。

ラベル

●お子さまの気道をふさぐことがないなど、状態に注意しながら使用してください。

●早産児及び呼吸器疾患等のあるお子さまへは使用しないでください。
ご使用については医師に相談

腰リング

腰ひも

肩ひもを腰リングに通します。
右肩ひもは左腰リングへ、左肩ひもは右
腰リングへ通してください。背中で肩ひ
もがねじれないようにご注意ください。
BASIC 肩ひもが必ずお子さまの脇
の下を通るようにしてください。

●使用中に大きく前かがみしないでください。
お子さまが滑り落ちる可能性があります。

足ぐり

してください。

注意

ADVANCE
プロテクトサポート

6

セーフティボード

（取外して使用もできます）

ADVANCE お子さまの腕を腕ぐりに

通っていることを必ず確認ください。

誤った取り扱いをすると、
人が傷害を負ったり、
物的損害が生じる可能性が想定される内容を示します。

肩リング
（裏側）

ワイドクッション

肩ひも

足ぐり

腰ひも

●おんぶ時は、
目が届きにくくなりますので、特に注意してください。

●お子さまがそり返ったり、動いて安定しない場合は使用しないでください。
た、破損している場合は使用しないでください。

●装着後も緩みがないかを確認してください。

●抱っこ時は、
お子さまの頭で前方、特に足元の視界が妨げられないよう装着し、歩行時も注意してく
腰リング

おんぶひもをお子さまに装着する前準備

2

3

ださい。

●抱っこ時は、肩ひもは背中で交差して使用してください。

降ろし方

リングパッド

1

だくとより安全です。

●使用前には、
やぶれ、
ほつれ、傷、
バックル、掛具やリングなど破損していないか確認してください。
ま

腕ぐり

ラベル

おんぶ

●着脱時は、可能な限り低い姿勢や安全な場所で行うようにしてください。他の人にサポートしていた

●バックル、掛具やリングの開口部またはすき間にお子さまの手指を入れないように注意してください。
すき間に指が入って抜けなくなったり、傷害の危険性があります。
バックルがある製品は、未使用時も
バックルが開口していないよう、
はめ込んでおくようにしてください。

●授乳後30分間位はおなかを圧迫することがあり、消化吸収を助けるために、使用しないでください。

●連続して使用する時は、
体調の変化や装着状況を確認する必要があるため、
2時間以下の使用にして
ください。

●体調がすぐれない時や、
身体に痛みを感じる時は、使用しないでください。

7

●料理、家事の時は、
おんぶで使用してください。火気に注意し、使用中に大きく前かがみしないでくだ
BASIC
肩ひもが
必ず脇の下にくるように
通してください。
ADVANCE 腕ぐりに腕
を必ず通してください。

ADVANCE

イラストのように
なるのが正しい
状態です。

ラベルの付いている肩ひもを上側にし
て両肩ひもを束ねます。右手で束ねた
肩ひもを持ち、
お子さまの胸の前で緩
みなくしっかりつかみます。肩ひもが
右腕にかからないようにしてください。

さい。
また、思わぬ事故につながるおそれがあるため、抱っこでの使用はしないでください。

●汗や水で湿った状態で強い摩擦をうけると、他に移染するおそれがあります。

折り込み面

左右177mm
（-5mm）

お子さまのおでこにキスが
できるくらいの高さに引き上
げ、肩ひもを結んでください。

●直射日光のあたる場所に保管しないでください。
また車内など高温になりやすい場所での保管はしな
いでください。
（劣化や変色することがあります）

1

2

表2

左右180mm
（-2mm）

抱っこ

●飛行機、車、
自転車、
バイクでは使用しないでください。
足を“足ぐり”に通してください。

装着前のチェック／商品の特徴

●肩ひもは必ず掛具やリングに通し、使用者の身体に合わせてきつめに結んでください。
お子さまが落

肩ひも

安全にお使いいただくために

各部の名称

15

表3

左右182mm

安全にお使いいただくために

お手入れ方法
洗濯についてのご注意

●洗濯については製品に縫い付けの組成表示ラベルをご参照ください。
●色落ちする場合がありますので、他の洗濯物とは別けて洗ってください。
つけ置き洗いも避けてください。
●洗濯ネットに入れて洗ってください。
バックルが付いている製品は、
バックルをとめてネットに入れてください。
●軽い汚れの場合は、
湿らせた布で汚れた部分をたたくようにして落としてください。
●漂白剤、
蛍光増白剤入りの洗剤は使用しないでください。
●脱水機、
乾燥機の使用はしないでください。樹脂部品が破損するおそれがあります。
●アイロンはあて布を使用してください。

装着前のチェック／商品の特徴

点検について

●ご使用前に、
バックルなどの樹脂部品が破損したり、
ベルトや生地などに破れ、
ほつれ、傷がないことを確認してください。
異常がある状態で使用すると、事故につながるおそれがあります。

品質保証（アフターフォロー）について
●使用方法などでご不明な点がございましたら遠慮なくご相談ください。
●お買い上げから1年間無料修理いたします。

●必ずお買い上げ日を証明できるもの
（レシート・明細書等）
を保管してください。

弊社までの送料はお客様負担となります。
初期不良・部品の欠品など弊社の責任によるものは弊社が負担いたします。
部品の在庫が無い場合は色や大きさがご希望に添えない場合がございます。

●お買い上げ日から1年以上過ぎた場合。
●お買い上げ日を証明できるもの
（レシート・明細書等）
がない場合。
●自然の消耗・サビ・カビ・変色・虫食い等の製品の劣化。
●お客様の故意・誤った使い方やお手入れ・改造による故障や損傷。
●火災や外部要因などによる故障や損傷。

ユーザー登録をすると
通常1年の品質保証に2年プラスされ、
合計3年間の保障になります。
抱っこひも・おんぶひもが対象となります。

1年間
［通常］

保証

アフターフォローの連絡先

TEL:0585-45-7425

［ラッキーサポートダイヤル］

受付時間：9:00〜12:00 13:00〜17:00（土、
日、弊社定休日を除く）

おんぶ

無料修理の対象外となる場合の内容

ユーザー登録をしていただくと
品質保障が2年延長

3年間

［ユーザー登録］

プラス2年

保証

LUCKY industries
ユーザー登録は、
こちらへ

降ろし方

SGマーク制度について
ＳＧマークは、
製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです。
ＳＧマーク付きの製品の欠陥により、人身被害が生じたと認められる場合、製品安全協会が事故原因、
被害の程度などに応じて、
賠償措置を実施する制度です。抱っこひもの場合は、購入日より3年間となります。

賠償についてのご注意

ＳＧマーク付き製品そのものが故障したとしても、
その品質について保証するものではありません。
あくまでも傷害などの身体的な損害（人的損害）
について賠償する制度です。

抱っこ

製品の欠陥により事故が起きた場合

事故が起きたら、
すぐに製品安全協会へ連絡してください。
（原則として事故発生日から60日以内に連絡してください。）

事故の届出に必要な項目

①事故の原因となったSGマーク表示の製品（製品の名前、
ロット番号、購入先、購入年月日）
②事故発生の状況（事故発生年月日、事故発生場所、事故発生状況）
③被害の状況
（被害者の氏名、年齢、性別、住所、被害の状況）
3

製品安全協会
東京都台東区竜泉2-20-2
ミサワホームズ三ノ輪２階
TEL：03-5808-3300

商品の特徴

より快適なおんぶのために

BASIC

お子さまの呼吸の妨げになるような服装（パーカー等）
やヘアスタイルは避けてください。

髪の長い方はお子さまの顔にあたらないよう、
できるだけ横で束ねる等工夫してください。

安全にお使いいただくために

装着前のチェック

ADVANCE

おんぶは、
リュック結びとクロス結

びの二通りの結び方ができます。
右のイラストは、胸を強調しない
“リュック結び”になります。

装着前のチェック／商品の特徴

ワイドクッション
BASIC ADVANCE
ワイドクッションで肩への負担を和らげます。

おんぶ

プロテクトサポート
ADVANCE
お子さまの頭をしっかりサポート。
降ろし方

しっかり支えられるので、

装着時やおねむの時も安定します。

また、成長により肩にあたるよう
でしたら収納してください。

ご使用にならないときは、上の図
のように収納することができます。

使用者の身体への

あたりを和らげます。
4

5

抱っこ

リングパッド
ADVANCE

安全にお使いいただくために

おんぶ リュック結び
装着に慣れていない方は、
他の方のサポートを受けてください。

装着中は、
お子さまの体勢を安定させるために前かがみの姿勢を保ってください。
※はじめに、
P1
「おんぶひもをお子さまに装着する前準備」1〜3を行ってください。

4

5

8

9

装着前のチェック／商品の特徴

ラベルの付いた肩ひもを
頭越しに左肩へ移動します。

るように背中に移動させます。
手首だけでお子さまを後ろに回そうとするとバランス
を崩す危険性があります。

7

左右のワイドクッションが平行になるように調節しま
す。
どちらかの高さが違うと、
お子さまの体勢が崩れて
しまいます。

お子さまがズレ落ちないために、
まず左肩ひもを両ひ
ざで挟んでおきます。右肩ひもを右腰リングに内側か
ら外側へ通します。
次にひざの肩ひもを右肩ひもと挟み替えて、左肩ひも
も同じように行ってください。

10
降ろし方

6

左肩ひもをひざで挟みます。右肩ひもを左肩ひもに鎖
骨の下あたりから内側から通し、
ひざで挟みます。次に
左肩ひもを右肩ひもの内側から通します。

の顔が肩越しに見え
るまで両肩ひもを引
き上げてください。

おんぶ

右腕にお子さまを密着させながら後ろに回します。そ
の際に、右ひじを上げる形でお子さまを後ろに滑らせ

右手でおしりを支え
ながら左手は両肩ひ
もをしっかりとつか
み、高さ調節を行っ
てください。
お子さま

抱っこ

6

最後に鎖骨の下あたりで
ちょうちょ結びをします。

余った肩ひもを脇下にある肩ひもに
差し込むこともできます。
7

安全にお使いいただくために

おんぶ クロス結び
装着に慣れていない方は、
他の方のサポートを受けてください。

装着中は、
お子さまの体勢を安定させるために前かがみの姿勢を保ってください。
※はじめに、
P1
「おんぶひもをお子さまに装着する前準備」1〜3を行ってください。

4

5

8

装着前のチェック／商品の特徴

ラベルの付いた肩ひもを
頭越しに左肩へ移動します。

るように背中に移動させます。
手首だけでお子さまを後ろに回そうとするとバランス
を崩す危険性があります。

7

左右のワイドクッションが平行になるように調節しま
す。
どちらかの高さが違うと、
お子さまの体勢が崩れて
しまいます。

お子さまがズレ落ちないために、
まず右肩ひもを両ひ
ざで挟んでおきます。左肩ひもを右腰リングに内側か
ら外側へ通します。
次にひざの肩ひもを左肩ひもと挟み替えて、右肩ひも
も同じように行ってください。

9
降ろし方

6

お子さまの顔が肩越しに見えるまで両肩ひもを引き上
げてください。腰ひもでお子さまの足で挟んでいない
か、
腰ひもがねじれていないかチェックしましょう。

おんぶ

右腕にお子さまを密着させながら後ろに回します。そ
の際に、右ひじを上げる形でお子さまを後ろに滑らせ

右手でおしりを支えながら左手は両肩ひもをしっかり
とつかみ、高さ調節を行ってください。
お子さまの高さ
は、腰リングに通した分で決まります。

抱っこ

8

余った肩ひもを脇下にある肩ひもに
差し込むこともできます。

しっかりとちょうちょ結びをします。
9

安全にお使いいただくために

降ろし方 ソファーを使って〜
おんぶひもに慣れていない方におすすめです。

1

3

装着前のチェック／商品の特徴

左右の肩ひもをしっかり持ち、
腰リングから外してください。

おんぶ
降ろし方

左手で左右の肩ひもを持ち、右手で
お子さまのおしりを支えます。
この時、
左腕を伸ばした辺りで肩ひもをつか
むと、次の動作が行いやすくなります。
10

11

抱っこ

2

肩ひもを放さずにおしりを支えながらゆっくりとお子さまを降ろします。

安全にお使いいただくために

降ろし方 ひざを使って〜
お子さまを寝かせなくても降ろすことができます。
しゃがんだ姿勢からの降ろし方になります。

1

3

装着前のチェック／商品の特徴

左右の肩ひもをしっかり持ち、
腰リングから外してください。

おんぶ
抱っこ

2

降ろし方

背中にいるお子さまを右手で支えながら、
身
体の横あたりまで引き寄せます。肩ひもは、
ピンと張らせた状態をキープしてください。

4

左手で両方の肩ひもを持ち、右腕
を肩ひもの下からくぐらせ、そのま
ま上へ抜きます。肩ひもは、
ピンと
張った状態をキープしてください。

お子さまを身体の横あたり
まで移動させたら手を差し
替え、
ひざの上に乗せます。
12

13

たて抱っこ対面
装着に慣れていない方は、
他の方のサポートを受けてください。
※はじめに、
P1
「おんぶひもをお子さまに装着する前準備」1〜3を行ってください。

4

お子さまと向かい合わせになるよう、
ひざの上に乗せます。

5

片手でお子さまの背中をしっかり
支えながら、
背中でクロスになる
ように肩ひもを両肩にかけます。
14

