Instructions and Warranty

取扱説明書・保証書

この度はCURIO Stroller Bをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
CURIO Stroller Bは生後１ヶ月～３歳頃（��kg）までを対象とした乳幼児�人用ベビーカーです。

この取扱説明書に記載されていない方法でお使いになった場合、大変危険でありCURIO Stroller Bの機能も
十分に発揮されません。ご使用になる前にこの取扱説明書を読んで安全に正しくお使いください。
本取扱説明書はすぐに読むことのできる場所に保管してください。

また他の方にお譲りになる際は必ず本書も一緒にお渡しください。

Package contents

パッケージ内容物

�.CURIO Stroller B本体

・フレーム

※組み付けられた状態でお届けします。

・前輪、後輪

・シート（シートベルト）
・シートライナー
・キャノピー

・座席下トレー
�.フロントガード
�.取扱説明書/保証書（本書）
必ず開封時には上記のパーツが揃っていることを確認してください。

もしパッケージ内容に不備がある場合や異なったものが入っている場合には、お手数ですがカスタマーサービスまでご連絡ください。
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List of parts

各部の名称

ハンドル
キャノピー

肩ベルト通し穴
肩ベルト
シート

フロントガード

シートベルトバックル

股ベルト

股ベルト通し穴
シートライナー
フットサポート
後輪

フレーム

前輪

フラップ

Side 側面

キャノピー
エクステンション

Back 背面

ハンドル
レバーロック
ハンドルレバー

結束ストラップ
リクライニング調整ベルト

キャリーハンドル

座席下トレー

結束フック

フットストッパー
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Before use
Warning

05

ご使用いただく前に

お子さまを乗せたままベビーカーを持ち上げない

どんな場合や状況でも、決してお子さま
を乗せたまま持ち上げないでください。

警告

ご使用者様が転倒したり、お子さまがベ
ビーカーより落下する可能性があります。

誤った取扱いをすると死亡または重傷を負う可能性があります。

特に着脱可能なフードをつかんで持ち上
げると落下し大変危険です。

01 このベビーカーは�人乗り（体重��kg以下）専用

大人の方、体重��kgを超えるお子さま
は決して使用しないでください。

またベビーカーに同時に�人以上のお子
さまを乗せないでください。

06

ハンドルに寄りかかったり荷物を吊るさない

ハンドルに寄りかかったり荷物を吊るし
たり、ハンドルに操作以外の力をかけな
いでください。

02 �点式シートベルトを必ず適切な位置で正しく装着する

バランスが崩れ、ベビーカーと一緒にお
子さまが転倒、落ちる可能性があります。

どんな場合や状況でも、それがたとえわ
ずかな時間でもお子さまをベビーカーに
乗せる際には必ずシートベルトを装着し、
ベルトに緩みがないか、バックルがしっか
りと差し込まれているかを確認し、適切な
位置で正しく装着してください。
正しい位置に装着されていないとベルト
が首に絡まり窒息したり、滑り落ちたり、
バランスを崩してベビーカーごと転倒する
可能性があります。
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07

停車の際はフットストッパーをロックする

お子さまを乗せたままベビーカーから離れない

お子さまが乗っている場合でも、乗ってい
ない場合でも停車する際は必ずフットス
トッパーをロックしてください。

どん な 場 合 や状 況でも、決してベビー
カーに乗ったお子さまを�人にしないで
ください。

フットストッパーが確実にロックしていな
い場合、衝撃が加わることにより外れる
可能性もあるので過信しないでください。

決してお子さまから目を離さないよう、
常に一緒に行動してください。

わずかな傾斜でもベビーカーが勝手に動
き出す可能 性があります。動き出したベ
ビーカーが周りの人々や物に接触し、損害
を与える可能性があります。

フットストッパー をロックしていても
乗っているお子さまの動きなどでストッ
パーが外れ、動き出したり転倒したりす
る可能性があります。

走行中にフットストッパーを急にロックし
ないでください。
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08 お子さまをシートに立たせたり、シート以外の場所に乗せない

ベビーカーを傾けたり前輪を浮かせたまま走行させない

ベビーカーを傾けたり、前輪を浮かせた
まま走行させないでください。

どんな場合や状況でも、決してお子さまをベ
ビーカーの中で立たせないでください。

また故障の原因にもなります。

同じくシート以外の場所には決してお子さ
まをわずかな時間でも乗せないでください。

たとえお子さまが正しくシートベルトを
装着していても、ベビーカーごと転倒す
る可能性があります。

お子さまやベビーカーが転倒する可能性が
あります。

バランスが崩れ転倒する、もしくはお子さま
自身がバランスを崩して落ちたり、タイヤや
フレームの隙間に巻き込まれ怪我をする可
能性があります。
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09 お子さまにベビーカーを操作させない

13 長時間の使用はしない

ベビーカーが転倒する、もしくはお子さ
まが手や指をはさむ、頭を打つなどの思
わぬ事故につながる可能性があります。

夏の晴天時、日中は太陽光や路面の影
響によりベビーカーの中の温度は非常
に高くなりやすく、熱中症などを引き起
こす可能性があります。

特にお子さまにベビーカーの折りたたみ
や展開は決してさせないでください。

10

また冬の厳寒時の長時間のご使用もお
子さまの身体への負担が大きいので使
用を避けてください。

14

キャノピーの上には物を置かない

ベビーカー の開 閉 時には ハンドル を持
ち、周囲にお子さまや人がいないことを必
ず確認してください。

キャノピーはお子さまへの日差しを避け
るために作られています。

どん な 場 合 や 状 況 で も決してキャノ
ピーの上に重さなど関係なく物を置か
ないでください。

お子さまや人に当たったり、手や指を思わ
ぬ場所に置いていてはさんでしまう可能
性があります。

お子さまの快 適な空間を侵害する上、
頭 に物 が 当たる 、物 が 落 ちる 、キャノ
ピーが外れる可能性があります。

11 階段やエスカレーターなどで使用しない

15

使用する前に毎回各部の点検をする

ベビーカーのご使 用の際には毎回必ず
各部の点検をしてください。

どんな場合や状況でも決して階段やエ
スカレーターなどでは使 用しないでく
ださい。

ご使用前にシートベルトやフットストッ
パーや折りたたみ機能が正常に動作す
ることを必ず確認してください。

ベビーカーがバランスを崩し転倒、お子
さまが落ちる可能性があります。
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ベビーカーの開閉時は周囲を確認する

フレームやプラスチックパーツに破損、リ
ベットやナットのゆるみ、ご使用中に操
作性の異常を感じた場合はすぐに使 用
を中止してご使用者様で直さず、取扱説
明書にあるCURIOカスタマーサービス
までご連絡ください。

16 ジョギングやランニングに使用しない

建築物や乗り物のドアでは注意する

ご使用者様が操作することのできない
電車やバスのドア、自動ドアや回転ドア
にはさまれると重大な事故につながる
可能性があります。

このベビーカーは必ず通常の歩行速度、
時速�-�kmで走行させてください。

お子さまを乗せている、乗せていないに
関わらず決して通常の歩行 速 度以 上、
ジョギングやランニングで使 用しない
でください。

それらのドアを通過される際には必ず
周囲の状況を確認し、適切な状況判断を
してください。

立席ボード等を取り付けて使用しない
でください。
ベビーカーやご使用者様が転倒し思わ
ぬ事故につながる可能性があります。
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Caution

Prohibitions

注意

誤った取扱いをすると重傷を負う、または物的損害を負う可能性があります。

絶対にしてはいけない内容です。

禁止

01

お子さまを乗せる以外の目的で決してベビーカーを使用しないで
ください。破損や故障の原因となります。

01

大人の方がベビーカーに座ること

02

このベビーカーはお子さま専用です。大人の方や体重��kg 以上
のお子様が乗ると破損や故障の原因となります。

02

CURIO カスタマーサービス以外での分解、組立て、改造

03

座席下トレーの最大荷重は�kgです。�kg以上の荷物を載せたり
スペースに無理に荷物を詰め込むことは破損の原因となります。

03

シートをはずした状態での使用

04

可動部での指や足のはさみ、巻き込まれに注意してください。

04

ベビーカーに急激に力をかけたり、落下させた後の使用

05

溝や穴にタイヤが入って抜けない時は無理に押し出さないでくだ
さい。故障の原因となります。踏切の線路の溝など緊急時 以外は
お子さまを降ろしてから本体を持ち上げて引き出してください。

05

ネジやナット、リベットをはずしての使用

06

お子さまが乗っていなくても坂道や車道に近い歩道に放置しない
でください。

06

お子様の遊び道具としての使用

07

折りたたんだ際は本体の上に荷物など置かないでください。
重い荷物を長時間載せたりしていますとフレームの変形や故障の
原因となります。

07

その他、お子さまを乗せる以外での目的の使用

08

直射日光を避け室内で保管してください。野外での保管はタイヤ
ゴムの変質、シートの変色や金属部のサビの原因となります。
気候の変化が極端な場所での放置や保管にはカバーをするように
してください。

09

分解や改造をしないでください。ご使用者様ご自身で行うのは破
損の原因となり危険です。

10

電車やバス内では十分気をつけてご使用ください。電車やバス内
では必ずフットストッパーをロックし、カーブや急ブレーキの際に
転倒しないようご注意ください。

11

泥水の中や砂場で走行させないでください。ベビーカーの可動部
や回転部に砂や泥などの異物が入り故障の原因になります。

12

積雪や凍結している路面では使用しないでください。滑りやすい
路面での使用はお子さま、ご使用者様ともに転倒など思わぬ事故
の可能性があります。

13

雷などの悪天候の際には使用しないでください。
落雷など大変危険です。

14

連続しての使用は�時間以内にしてください。長時間の連続使用は
お子さまの身体の負担になります。

15

�台のベビーカーを連結させて使用しないでください。
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How to unfold

03

ベビーカーの開き方

ベビーカーの展開

ベビーカーが開きはじめたらハンドルを側面から両手でしっかり持ち上げ（この時ハ
ンドルレバーを握る必要はありません）、ハンドルレバーからカチッと音がするまで
ベビーカーを開ききってください。

00 開封時に関して

フロントガードが取り外された状態で梱包されています。
ベビーカーを以下の手順で開いてからフロントガードを装着してください。
（以降はフロントガードを取り外さずにベビーカーを開閉することができます。
）

01 結束ストラップの解除

ベビーカー両側面の結束フックに引っ掛けてある結束ストラップを外します。

※カチッと音がすると、元の位置に戻ります

※必ず左右外してください

Warning

02 開閉ロックの解除

警告

指や手を挟んだりするおそれがありますので、ベビーカーの開閉時は必ずまわりの方
に気をつけて行ってください。

➀ハンドルレバーロックをスライドしながら➁ハンドルレバーを握り込み、
➂ハンドルを上方へ引き上げます。

フレームがしっかりと固定されているか確認してください。

フレームの関節が伸び切っていなかったり、歪んでいたりすると確実にロックされてい
ない可能性があります。
ベビーカーが開かなかった場合は、最初の状態に戻してください。フレームの関節や隙
間に縫製類やその他異物が挟まっていないかを確認してください。
無理に開こうとするとベビーカーが破損する可能性があります。

04

➀

フロントガードの取り付け

フロントガードを正しい向きでカチッと音がするまで差し込みます。
片方ずつ、確実に行ってください。

➁

➂

ミゾがある側が上です

フロントガード側
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ベビーカー側

※向きに注意してください

How to fold

Warning

ベビーカーの折りたたみ方

警告

指や手を挟んだりするおそれがありますので、ベビーカーの開閉時は必ずまわりの方
に気をつけて行ってください。

01 開閉ロックの解除

必ず左右両側面の結束ストラップを使ってフレームを固定してください。

➀ハンドルレバーロックをスライドしながら➁ハンドルレバーを握り込み、
➂ハンドルを下方へ押し下げます。

ベビーカーが折りたためなかった場合は、最初の状態に戻してください。フレームの関
節や隙間に縫製類やその他異物が挟まっていないかを確認してください。
無理に折りたたもうとするとベビーカーが破損する可能性があります。

How to carry

ベビーカーの運び方

フロントガードを持ち手にして運ぶことができます。

➀

フロントガード

➁

➂

キャリーハンドルを引き出すことで、ベビーカーを転がして運ぶことができます。
キャリーハンドル

※ベビーカーが倒れないよう、まっすぐ押し下げてください

02 結束ストラップの固定

ハンドルレバー、ハンドルレバーロックが元の位置に戻ったことを確認し、左右
両側面の結束ストラップを結束フックに引っ掛けて固定します。

※転がす際は、前輪側にかたむけてください
フットストッパーが解除されていることを確認してください

Warning

警告

持ち運ぶ際は、結束ストラップが固定されていることを必ず確認してください。

※必ず左右引っ掛けてください
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How to adjust
シートベルトの位置調整

02 リクライニングを起こす

シートの調整

リクライニング調整ベルトに付いているバックルをつまみ、ベルトの先端を引きます。
任意の角度でバックルを留めます。

お子さまの成長に合わせてベルトの位置を変更してください。
肩ベルトは�段階、股ベルトは�段階の調節ができます。
月齢の目安

肩ベルトの位置

�ヶ月～�ヶ月

下段

�ヶ月～��ヶ月

中段

��ヶ月～

上段

股ベルトの位置
後側
前側

※個人差があります。あくまでも目安としてください
バックルの反対側に付いている先端の樹脂パーツをシートの穴に差し込みます。
樹脂パーツを横にして穴を通してください。
シートライナーだけでなく、必ずシート本体裏側まで貫通させてください。
ベルト部分がねじれていないか確認し、シートから抜けないか引っ張って確認してください。
シートから外す際も同様に、パーツを横にして穴を通して引き抜いてください。

フットサポートの角度調整

お子さまの姿勢を最適に保つために、フットサポートの角度を調整してください。
�段階の調節ができます。お子さまが�ヶ月～ひとり座りができるまでの間、リクライン
グを倒し、フットサポートは上げた状態でお使いください。

01 フットサポートを上げる

樹脂パーツを横にして
穴を通してください

フットサポートをカチッと音がするまで持ち上げてください。
フットサポートを水平に保つことができます。

リクライニングの角度調整

お子さまの姿勢を最適に保つために、リクライニングの角度を調整してください。
月齢の目安

リクライニングの状態

�ヶ月～ひとり座りできるまで

一番倒した状態～中間まで

ひとり座りできてから

どの角度でも可

02 フットサポートを下げる

フットサポート裏側両端のリリースボタンを押しながらフットサポートを下ろして
ください。リリースボタンはシート内部のフレームに付いています。ボタンを押す
ときはシートの上から押してください。

※個人差があります。あくまでも目安としてください

01 リクライニングを倒す

リクライニング調整ベルトに付いているバックルをつまんでベルトをゆるめます。
任意の角度でバックルを留めます。

Warning

警告

シートの調整は必ずフットストッパーをロックして行ってください。
お子様を乗せたままリクライニングを倒す際は、必ずお子さまの体を支えながら
シートベルトの締めつけに注意して行ってください。
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How to ride

04

お子さまの乗せ方

シートベルトの長さ調整

お子さまの体格に合わせてベルトの長さを調節してください
肩ベルト

01 フットストッパーのロック

フットストッパーをカチッと音がするまで、手前に踏み込んでロックしてください。
ロックが確実に機能しているか、ベビーカーを前後に動かして確認してください。

アジャスター

シート臀部

バックル
プッシュ式ボタン

アジャスター

05

シートベルトバックルの装着

ベルトのねじれに注意して、バックルの左右のパーツを股ベルトに付いている中央の
パーツに差し込みます。カチッと音がするまで強く差し込んでください。

02 フロントガードを開く

フロントガードの片方をフロントガード根元下側にあるリリースボタンを押して引き抜き、
フロントガードを開きます。

06

フロントガードを閉じる

開いていたフロントガードを閉じて固定してください。

07

フットストッパーの解除

フットストッパーを前方へ倒して、後輪のロックを解除してください。

※左右どちらかで可

リリースボタン

03

シートベルトバックルの解除

バックルの中央にあるプッシュ式ボタンを押して解除します。

Warning

警告

必ずシートの調整を行ってからお子さまをお乗せください。
必ずフットストッパーをロックして行ってください。
フロントガードやシートベルトバックルは必ず大人の方が着脱してください。
シートベルトバックルは装着後、正しく差し込まれているか確認してください。
お子さまをベビーカーに乗せたままの状態で一人にしないでください。
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How to use
キャノピーの使い方

荷物の収納

ご使用方法

01 座席下トレーの使用

座席下トレーに荷物を収納することができます。

01 キャノピーの展開

キャノピーを前方へ引いて展開します。

最大

�kg

別売りのCURIO専用バスケットを収めることができます。

02 フラップ

CURIO専用バスケット
（別売り）

フラップをめくるとのぞき窓があります。
お子さまの様子を確認することができます。

02 折りたたみ時の荷物の収納

折りたたみ時、袋状になったシートに荷物を入れてキャリーすることができます。

最大

03

�kg

キャノピーエクステンション

➀キャノピー後方の両開きファスナーを開き、➁キャノピーを更に展開します。
日差しが強い時、西日など太陽の位置が低い時にお使いください。

➁

➀

※結束ストラップが固定できる大きさまで

➀

Warning

警告

座席下トレーに�kg以上の荷物をのせないでください。
折りたたみ時、シート部分に�kg以上の荷物を入れないでください。
荷物をのせたままベビーカーを開閉しないでください。
ベビーカーが破損する可能性があります。

10

After care

アフターサービス

お手入れ方法

01

ご使用中に故障が発生した場合、部品の交換が生じた場合、ただちにご使用
を中止し製品名、当保証書に記載のシリアルナンバーをご確認のうえ、CURIO
カスタマーサービスへご連絡願います。製品の輸送には提携運送会社のお引
取りサービスをご利用いただけます。(有償修理の場合は送料をいただきます)

02

保障期間中(お届け日より�年間)に取扱説明書に従った正常な使用状態で故
障した場合、保証規定に基づき無償修理をいたします。

03

シート等の消耗品は個別でご購入いただけます。CURIOカスタマーサービス
にメールもしくはお電話でお問い合わせください。保証期間後の修理、メンテ
ナンスはCURIOカスタマーサービスにて承ります。製品名、シリアルナンバーを
ご確認のうえ、CURIOカスタマーサービスへメールもしくはお電話にてご連絡
願います。提携運送会社のお引取りサービスもご利用いただけます。(有料)

縫製類の取り外しについて

CURIO Stroller Bの縫製類（シート、キャノピー、座席下トレー）は工具を使わず
に取り外しが可能です。

シート

シートベルト、背板をシートから外した状態で下記の注意事項を守ったうえで手洗
いによる洗濯をしてください。

キャノピー

保証規定

キャノピーの中に差し込まれているワイヤーフレームを引き抜き、下記の注意事項
を守ったうえで手洗いによる洗濯をしてください。

01

02
03

製品の保証期間はお届け日より�年間です。

保証期間中、欠品及び取扱説明書にしたがった正常な使用常態で故障した場
合、無償修理をいたします。
保障期間中でも次の場合は有償修理となります。
・保証書の提示のない場合

・本取扱説明書に記載されている内容を守らなかった結果生じた故障、不具合の場合
・お客様の手による改造や、不当な修理により生じた故障、不具合

・水害、火災、地震など自然災害によって発生した故障や不具合

※ 洗濯機は使用せず、��℃を限度とし手洗いしてください。

・使用後に起こったフレームの塗装の剥がれ

・シート、キャノピーなどの使用による劣化や日焼け

・使用後に起こったシートや特製品の傷や破れ、破損

※ 洗濯用洗剤はお使いいただけますが、塩素系および酸素系
漂白剤は使用しないでください。色落ちの原因となります。
ご使用の前に洗剤の注意書きを読んでからご使用ください。

・使用後に起こったタイヤの磨耗、破損

04

※ アイロンや乾燥機の使用、ドライクリーニングはできません。

05

※ 長時間の浸け置きはせず短時間で洗いあげてください。
色落ちの原因となります。

06

※ 洗濯後は十分にすすぎ洗いし、形を整えてから日かげで吊る
し干ししてください。

フレーム、タイヤ

フレームやタイヤに砂や泥、ホコリが付いたまま使用すると、ベビーカー内部に入
り込み開閉できなくなる可能性があります。
よく水分を絞った布で汚れを拭き取ってください。

Recycle

リサイクル

不要になったCURIO製品の回収

不要になったCURIO製品はCURIOにて責任をもって回収、解体し可能な限りリサ
イクルします。不要になった CURIO製品の回収については、CURIOカスタマーサー
ビスまでご連絡ください。ご都合のよい日に提携運送会社が回収にうかがいます。
回収を希望される�営業日以前にご連絡願います。

11

本製品の開封後の交換はできません。ただし未開封の場合に限りお届け日か
ら�日以内に交換可能です。(送料はお客様ご負担)
製品による二次的な損傷については保証いたしません。
本保証は日本国内においてのみ有効です。

Customer service
電話
メールアドレス
営業時間
ホームページ
住所

カスタマーサービス

: ���-���-����
: info@curio-web.com
: ��:�� - ��:��（土日祝を除く）
: www.curio-web.com
: 〒���-���� 岐阜県岐阜市城東通�-��
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