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表面

取り付けガイド（簡易版）
Q&Aよくあるご質問
裏面

付属品 取扱説明書
本書裏面では「日よけ」、「ベビー・フットマフ」、「スリープ・
ピロー」の取扱説明を行っています。本品をご使用前に必ず
「取扱説明書」を併せてお読みいただき、内容を充分にご理解
の上、正しく使用してください。

取り付けガイド（簡易版）

Q&A よくあるご質問

この取り付けガイドは簡易版となっています。
詳細な取付方法は、

取扱説明書 18ページをご覧ください。

動画はコチラ

保護部材（灰色）を外す1

保護部材

"

#

$

解除レバー

コネクタレバー

サポートレッグを取り出す2

" $

CLICK!

#

3 コネクタ部を座席のISOFIX取付金具に押し込む

CLICK!

4 チャイルドシート全体を座席に押し付ける

#

"

5 サポートレッグを床面に接地させる

CLICK!

★ご不明な点は、下記からもご確認いただけます。

ケータイ・スマホからは

付属品仕様
作動温度範囲 0℃～ 40℃

低温時や凍結温度時に、開閉動作が遅くなる、又は動かなくなる場合があります。

■ 電源ボックス
外形寸法 H25×W76× D133 (mm) (突起部除く )
質量 約 90ｇ（電池を除く）
使用電池 単三形アルカリ乾電池× 4本
電池寿命（新品時） 約 6ヶ月 (常温で 1日 20回の送信を行った場合 )

■ リモコン
外形寸法 H16×W32× D67 (mm) (突起部除く )
質量 約 30 g（付属の電池を含む）
使用電池 CR2025× 2個（付属の電池は、動作確認用電池です）
電池寿命（新品時） 約 5年 (常温で 1日 20回の送信を行った場合 )
技術基準 特定小電力無線設備
使用周波数 315MHz帯

以下は付属していませんので、準備してください

肩ベルトカバーを引いていませんか？
アジャスターレバーを押しながら、肩ベルトを引いてくたざい。

いくつかの原因が考えられます。以下の点をご確認ください。

①肩ベルトを充分にゆるめていますか？ ②ヒップサポートを外していますか？
　（体重の目安：7kg前後）

④ヒップサポートを正しい位置にしていますか？

⑤お子さまを正しい位置に乗車させていますか？③肩ベルトの高さを適切な高さに調節されていますか？

ヒップサポートを外す

※お子さまに極端な厚着をさせないで
　ください。

ヒップサポートがしっかり奥に
設置されている

肩ベルトとお子さまの 
肩の位置を合わせる

ヒップサポートが下に
ズレている

お子さまが下に 
ズレている

 肩ベルト（ハーネス）がゆるみません。

 肩ベルト（ハーネス）が短くて装着できません。

詳細は

取扱説明書 36ページをご確認ください。

詳細は

取扱説明書 66ページをご確認ください。

動画はコチラ

新生児 ～ 13 kg
後向き

9 kg ～ 18 kg
前向き

パソコンからは  http://www.ailebebe.jp/support/kurutto4/

●精密ドライバー (+)
●単三形アルカリ乾電池* ×４本
＊アルカリ乾電池以外（充電池など）は使用しないでください。電池寿命が短くなったり、動きが悪くなっ
たりする場合があります。
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Q&A

リモコンのボタンを押しても、日よけが動きません。

● 電源ボックスのスイッチが OFFになっていませんか？電源ボックスのスイッチを ONにしてください。
● 日よけのコネクタが電源ボックスから外れていませんか？日よけのコネクタを電源ボックスへ差し込んでください。
● リモコンが反応しない場合、リモコンの操作向きを変えることで反応します。  
● 単三形アルカリ乾電池が正しくセットされていますか？＋－の向きを確認し、再度電池をセットしてください。
● 単三形アルカリ乾電池が消耗している可能性があります。新しい電池に交換してから操作してください。
● 駆動部の間に異物が挟まっていませんか？異物を取り除いてください。
● リモコンと電源ボックスがペアリングされていない可能性があります。再度ペアリング（下記参照）をしてください。
● 使用環境により、他の電波の妨害などで動かない場合があります。その場合は、再度ペアリング（下記参照）してください。

よくあるご質問

 ▋安全の注意事項
取扱説明書および製品本体では、安全の注意事項を次のように表示
しています。表示内容をよくご理解ください。

 ▋使用上の注意事項

＊  「取扱説明書」に記載の仕様と取扱方法が異なります。
＊＊ 「取扱説明書」に記載のない付属品です。 

" 日よけ＊

# 電源ボックス＊＊ 
（単三形アルカリ乾電池は付属していません）

$ リモコン＊＊

% スリープ・ピロー＊＊

& ベビー・フットマフ＊＊

' 取り付けガイド兼付属品取扱説明書（本書）

各部の名称と付属品 安全にお使いいただくために
 ▋付属品

以下は付属していませんので、準備してください

●精密ドライバー (+)
●単三形アルカリ乾電池* ×４本
＊アルカリ乾電池以外（充電池など）は使用しないでください。

危険事項を守らずに使用した場合、使用者が死亡または
重傷を負う危険が切迫して生じる原因となります。

警告を守らずに使用した場合、使用者の死亡や重傷を
負う事故につながることがあります。

注意を守らずに使用した場合、使用者のけがや周辺の
物品損害を伴う事故につながることがあります。

禁止
禁止事項を守らずに使用した場合、
法律に違反するおそれがあります。

本品を使用する上で、知っておいて
いただきたいことです。

"

&

#

'

$ % 付属品の取り扱いについて 付属品の取り扱いについて 付属品の取り扱いについて

本品を分解したり、改造したりしない
•	感電、火災のおそれがあります。

リモコンはお子さまの手が届かない場所に保管する
•	誤操作による事故のおそれがあります。

リモコンは、直射日光の当たる場所・暖房器具の近く等、高温になる場所で保管または使用しない
•	リモコンが高温になり、やけどや故障の原因となります。特にダッシュボードの上は非常に高温
となりますので、絶対に放置しないでください。

運転中にリモコンの操作をしない
•	事故の原因になります。

電池は、お子さまの手の届かない場所に保管する
•	誤飲のおそれがあります。

日よけのコードは引っ張ったり、傷つけたりしない
•	感電、火災のおそれがあります。

リモコンを床に落としたり、硬いものにぶつけたりしない
•	故障の原因となり、リモコンでの操作ができなくなる場合があります。
•	自損（水濡れ、落下など）の場合は、保証対象外となります。

リモコン、電源ボックス、日よけは直接水の掛かる場所や湿気の多い場所で保管、または使用しない
•	故障の原因となり、リモコンでの操作ができなくなる場合があります。

本品以外のものを接続しない 
•	故障の原因となります。

日よけを洗濯しない 
•	故障の原因となり、リモコンでの操作ができなくなる場合があります。 
汚れた場合は、薄めた 中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭いてください。
本品のカバー類だけで洗濯すること
•	他のものと一緒に洗濯すると、色移りする場合があります。

本品のカバー類を濡れたまま放置しない
•	濡れたまま放置すると、色移りする場合があります。

長期間使用しないときは、リモコンや電源ボックスの電池を抜いておく
•	故障の原因となります。

指定の電池以外は使用しない
•	故障の原因となり、リモコンでの操作ができない場合があります。

禁止
国外で使用しない
•	この製品は、日本国内の電波法に適合しています。国外での使用は違法となる場合があります。 

This Product is for use only in Japan.

本品を分解したり、改造したりしない
•	この製品は、特定小電力無線設備の技術基準適合証明を受けております。分解したり、改造したりすることは、法律で禁じ
られております。

参考
•	電波到達距離は、周囲の環境や使用状況により異なります。

•	日よけやリモコンを低温になる場所に置いておくと、一時的に電池電圧が低下して反応が悪くなることがありますが、常温
になれば元に戻ります。

•	本品の近くで大出力の無線機等を使用すると、無線機の発生する電磁場により、誤作動や未作動の原因となる 
場合があります。
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日よけを取り付ける

日よけの使い方

スリープ・ピロー、よだれパッドの取り付け、取り外し ベビー・フットマフの取り付け、取り外し

日よけを取り外す日よけを操作する

電源ボックスに電池をセットする

" ネジ（1本）を精密ドライバー（+）で外し、電池カバーをスライドして外す。
# 新しい単三形アルカリ乾電池4 本を、＋－を間違えないようにセットする。
$ 電池カバーを閉じてネジ留めする。

 ・  ネジを取り扱いますので、お子さまが誤飲しないように注意してください。 
・  アルカリ乾電池以外（充電池など）は使用しないでください。電池寿命が短くなったり、動きが悪く
　なったりする場合があります。 
・  新しい電池と古い電池を同時に使用しないでください。液漏れなどの原因になります。

 ・  ソケット部（金属）に触れないように注意
　してください。 
・  コードを持ってコネクタの抜き差しをす
　るなど、コードを無理に引っ張らないで
　ください。コードが傷つき、故障・感電
　の原因となることがあります。

 

・  ソケット部（金属）に触れない
　ように注意してください。 
・  コードを持ってコネクタの抜
　き差しをするなど、コードを無
　理に引っ張らないでください。
　コードが傷つき、故障・感電の
　原因となることがあります。

2

1 3 41

3日よけのコネクタを電源ボックスへ
差し込む

電源ボックスのスイッチをON にしてLED の点灯
が消えるまで待つ（約10 秒間）

日よけ固定フラップを折り曲げて収納し、本体カバー
のボタン（左右2 ヶ所）とフック（左右２ヶ所）を留める

電源ボックスのスイッチをOFF にしてから、
コネクタを外し、電源ボックスを取り出す

電源ボックスを本体カバーの内ポケットに
入れる

リモコンのボタンを押して操作する 日よけのボタン（5 ヶ所）を外す 日よけを取り外す

日よけの後ろ側をチャイルドシートにかぶ
せながら日よけを差し込む

日よけのボタン（3 ヶ所）を本体カバー（3 
ヶ所）に留める

日よけ固定フラップのボタンと日よけの 
ボタンを留める（左右２ヶ所）

取付け後、 
手動で日よけを開閉して動作を確認する

電源ボックスとコネクタの矢印の位置が合うように
して、しっかり奥まで差し込んでください。

2 2

4 5 6 7

• 電源ボックスのLED が光っている間（約10 秒間）はリモコ
ン操作をしないでください。

• 使用後は電源ボックスのスイッチをOFF にしてください。

• リモコン操作では日よけを途中で止めることは
できません。

• スリープ・ピローは洗濯機で洗濯できます。ただし、注意事項がありますので「本書記載の注意事項」および 
「取扱説明書のお手入れのしかた」に必ず従ってください。

• ベビー・フットマフは洗濯機で洗濯できます。ただし、注意事項がありますので「本書記載の注意事項」および 
「取扱説明書のお手入れのしかた」に必ず従ってください。

• 日よけは図のように
仮置きしてから作業
してください。

• 電源ボックスのスイッチは切った状態で
取り外してください。

• 日よけは図のように
仮置きしてから作業
してください。

• コネクタ差込口が後
ろ側になるように収
納してください。 • コードが出ている側が後ろ側になります。 • 本体カバーのフラップ（左右２ヶ所）は留めません。

• 日よけの生地が引っかかっていたり、挟まったりし
ていると、リモコン操作時に日よけが正しく開閉し
ない場合があるので、必ず手動で動作を確認してく
ださい。

• 日よけの開閉は手動で操作することもできます。

• 日よけのボタンは裏側にあります。

日よけの使用期間の目安
日よけを折りたたんだ状態で、お子さまの頭が日よけに干渉しない間は、使用できます。
お子さまの体重が15 kgを超えた場合は、日よけを外してください。

日よけの開閉は手動で操作することもできます。

 ・  本品を持ち運びする際は日よけ部分を持たないでください。 
　破損するおそれがあります。 
・  日よけをご使用中にお子さまの頭が日よけに掛かる場合
　や、お子さまの乗せ降ろしの際に、日よけが妨げになる場
　合は、日よけを取り外してください。

日よけを折りたたむ際の注意

日よけを折りたたむ際、シートの張り出しに日よけのフレームを掛け
ないでください。夏場の高温下の車内で、フレームが変形する可能性
があります。また、リモコン操作ができなくなる場合があります。

ウィンドウを閉じた状態

ウィンドウを閉じた状態
ボタンで留める。

リモコンの「CLOSE」ボタン
を押す

（広げる） （折りたたむ）

リモコンの「OPEN」ボタン
を押す

ウィンドウを開けた状態

ウィンドウを開けた状態
ウィンドウを丸めて
トグルで留める。

ウィンドウを留める

ループに 
トグルを 
通して 
留める。

閉じる場合

取付方法 取付方法・取外方法取外方法

開ける場合

本体カバーの両側の
フックを外す。

トグルを外す

トグルを留める

突起を押しながら、 
日よけの根元に手を 
添えて強く引き抜く。

よだれパッドのボタン（3ヶ所）を外し、スリープ・
ピローをボタン（3ヶ所）で留める。

ヒップサポートの裏側にあるボタン（左右２ヶ所）と
ベビー・フットマフの内側にあるボタン（左右２ヶ所）
で取付・取外しをしてください。

スリープ・ピローのボタン（3ヶ所）を外し、 
よだれパッドをボタン（3ヶ所）で留める。

ピッ ピピッ

①

②

③

ペアリングの方法

日よけの動きが遅くなりました（途中で止まってしまう）。

● 単三形アルカリ乾電池が消耗している可能性があります。新しい電池に交換してから操作してください。
● 日よけやリモコンは、低温時や凍結温度時に、開閉動作が遅くなる、または動かなくなることがあります。常温になれば
元に戻ります。

● 日よけが正しく取り付けられていますか？正しく取り付けてください。  

リモコンが反応しません（音が鳴りません）。/リモコンの電池交換方法

● リモコンが反応しない場合、ボタン電池
（CR2025× 2個）が正しくセットされてい
ない可能性があります。＋－の向きを確認
し、再度電池を入れてください。電池交換の
際は、精密ドライバーを使用してください。 
小さいネジを取り扱いますので、お子さまが誤
飲しないように注意してください。付属の電池
は動作確認用電池のため、電池の容量が減って
いる可能性があります。  

リモコンをなくしてしまいました。

● 別売の補修用スペアリモコンをお買い求めください。　接続できるリモコンは１台だけです。リモコンの増設はできません。
① 電源ボックスのスイッチを

ONにする。

② LED点灯中に、リモコンの「OPEN」
ボタンと「CLOSE」ボタンを同時に
3秒間押し、ピピピッと鳴ったら離す。

ピピピッ

① ②

新しい電池

古い電池
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表面

取り付けガイド（簡易版）
Q&Aよくあるご質問
裏面

付属品 取扱説明書

  

・プーリス「、」フマトッフ・ービベ「、」けよ日「はで面裏書本
ピロー」の取扱説明を行っています。本品をご使用前に必ず
「取扱説明書」を併せてお読みいただき、内容を充分にご理解
の上、正しく使用してください。
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 必ずボタン（３ヶ所）を留めてください。 
留めないと正常に動作しない場合があります。 

• LEDが点灯している間（約 10秒間）に操作を行ってく
ださい。

• ペアリングに成功した場合は、LEDが点滅します。
• ペアリング後、リモコンのボタンを押しても日よけが動
かない場合、１度電源ボックスのスイッチをOFFにして、
再度ペアリングをしてください。

• 電源ボックスの LEDが点灯していないときに、リモコ
ンの「OPEN」ボタンと「CLOSE」ボタンを同時に押すと、
ペアリングが解除され、リモコンのボタンを押しても日
よけが動作しなくなります。再度ペアリングをしてくだ
さい。

トグルを外す

コネクタ

電池カバー

トグルを留める

日よけ固定フラップ

本体カバーのフラップ

日よけ固定フラップ

本体カバーのボタンフック

 お子さまの足が当たるなど、窮屈になったらベビー・フットマフを取り外してください。 


