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1
はじめに
Thule Coaster XTをお求めいただき、
まことにありがとうございます。
この新しいキャリアは確かな品質と高水準の安全機能を
備えており、快適にご利用いただけます。
ご注意ください：
Thule Child Transport Systems Ltd.は、本オーナーズマニュアルに対するすべての権利を保持します。本マニュアルに含まれる
すべてのテキスト、詳細項目、画像は、複製または配布してはならず、許可なく商用目的で使用することも、他者に利用可能な形
で提示することもできません。
このキャリアの使用に関するマニュアルは、www.thule.comからダウンロードできます。本マニュ
アルの作成には十分な注意を払っておりますが、誤りがあった場合は、弊社までご一報いただけますようお願いいたします。
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1.1

本マニュアルの目的

推奨される使用法の一環として、
このオーナーズマニ
ュアルの指示に従い、規定の保守要件を遵守してくだ
さい。

マニュアルの対象読者
このマニュアルは、Thuleチャイルドキャリアの状態を
適切に保ち、所定のメンテナンスや修理を実施するオ
ーナーとユーザーを対象としています。

推奨されない使用法
上記の範囲を超えた使用は推奨されません。

1.2 キャリアの用途

非推奨の使用法には、人と動物を一緒に運ぶこと、凹
凸の多いオフロード地帯での使用、商業目的での利
用、過積載、速度の出し過ぎ、不適切な修理や改造など
があります。

想定される用途
このキャリアは、規定の性能範囲内で、
日中に歩道や交
通量の少ない公道、滑らかな小道上でお子様を運ぶた
めに使用します。
キャリア内のお子様に危険が及ばない程度であれば、
収納エリアに荷物を入れて運ぶこともできます。

推奨されない方法での使用が原因で発生した損害に
ついて、製造者は責任を負いません。
こうした使い方は
使用者を危険にさらします。

夕暮れ時や夜間など、
ものが見えにくい状況でThuleチ
ャイルドキャリアを使用する場合は、安全性が確認さ
れているワーキングライトセットを取り付けることを強
く推奨します。

1.3

仕様

MAX kg/lbs

x2

JA-4

6m-4y

22 kg x 2
49 lbs x 2

Max
xx kg

45 kg
100 lbs

MAX

111 cm / 40"

ハンドルバーを除く寸法（長さ x 幅 x 高さ）

91 x 77 x 67 cm
35 x 30 x 26 in

折り畳み時の寸法（長さ x 幅 x 高さ）

94 x 77 x 28 cm
37 x 30 x 11 in

変換キットを除くThuleチャイルドキャリアの重量

12 kg / 26 lb
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2
各部について
D
各部の名称
A.
B.
C.
D.
E.

A

Thule Coaster XTシャーシ
サイクルトレーラーキット
散歩キット
ハンドルバー
20インチ車輪2枚

B

C
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E
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3
安全性
Thuleチャイルドキャリアを十分に活用するために欠か
せないのは、安全に使用することです。そのため、本マニ
ュアルの安全に関する指示を熟知し、チャイルドキャリア
の使用時には必ずそれらに従うことが極めて重要です。

3.1

シンボルと指示

このオーナーズマニュアルでは、警告とヒントを記載して安
全性と最適な使用に関する情報を強調します。

3.2 全般的な安全指示
•
•

警告

警告は、Thuleチャイルドキャリアの安全な使
用や操作に関する重大な指示です。
これらの
警告が守られない場合には、使用者やお子
様が重傷を負ったり死亡したりする事故を招
くおそれがあります。

•
•
•
•
•
•

ヒント
ヒントは、製品をより簡単に使用するための指
示です。
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•
•

重要 - 以下の指示は、今後も参照できるよう保管してくだ
さい。
以下の指示に従わない場合、お子様の安全が脅かされる
可能性があります。
絶対にお子様を放置しないでください。
このシートユニットは6ヶ月未満のお子 様には適していま
せん。
Thuleチャイルドキャリアを駐車する場合は、必ずパーキ
ングブレーキをかけてください。
Thuleチャイルドキャリアに上限以上のお子様や荷物を載
せないでください。
製造者が推奨する荷重を超えて積載すると、Thuleチャイ
ルドキャリアの安定性が損なわれることがあります。
重量制限を超えているお子様を乗車させないでくださ
い。
Thuleチャイルドキャリアにお子様を1名だけ載せる場合、
お子様は右側に座らせてください。
Thuleチャイルドキャリアの使用時には、お子様が低温下
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•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

で運動量の少ない状態のまま長時間過ごしたり、高温下
で適度な換気や水分補給を行わずに長時間過ごしたりす
るなど、厳しい気候にさらされた場合の危険性（低体温症
や熱中症など）に留意する必要があります。
お子様の身体、衣服、靴ひも、玩具などが可動部に接触し
ないように注意してください。
Thuleチャイルドキャリアを折り畳むときや展開するとき
に、指を挟まないよう注意してください。負傷を避けるた
め、お子様を可動部に近寄らせないようにします。
Thuleチャイルドキャリアに、Thule Child Transport
Systems Ltd.の承認を受けていないカーシートやその他
の座席器具を取り付けないでください。
製造者から提供または承認されてい る交換パーツのみ
を使用してくださ い。Thuleが承認していないアクセサリ
ーまたは交換パーツを使用しないでく ださい。
Thule Child Transport Systems Ltd.が承認していないア
クセサリー製品を使用しないでください。
Thuleチャイルドキャリアには洗浄用の溶剤を使用せず、
刺激性の少ない石けんと水で洗浄してください。
Thuleチャイルドキャリアを改造しないでください。
暖炉の火など、裸火の周辺や付近でThuleチャイルドキャ
リアを使用しないでください。
サイクリングに使用する場合、CPSC規制に準拠した反射
板をThuleチャイルドキャリア後部のよく見えるところに取
り付けてください。
常に安全フラッグを使用してください。
必ず本マニュアルを読み、理解した上でThuleチャイルド
キャリアを使用してください。
サイクルトレーラーとして使用する際は十分な注意が必
要です。常に速度が25 km/h（15マイル/h）を超えないよう
にしてください。
カーブを曲がるときや凹凸の多い道路で
は速度が10 km/h（6マイル/h）未満になるように減速して
ください。
右折する場合は、牽引する自転車とThuleチャイルドキャ
リアとの角度が45°
を超えないようにしてください。
左折する場合は、
この角度が90°
を超えないようにしてく
ださい。
お子様には常にシートベルト、ハーネス、認定済みヘルメ
ットを着用させてください。
Thuleチャイルドキャリアに同梱されていた説明書に従っ
て、お子様を適切な位置に座らせてください。
サイクルトレーラーとして使用する場合、お子様は、ヘル
メットの着用が可能であり、補助がなくてもまっすぐ座れ
る年齢に達している必要があります。1歳未満のお子様を
乗せる場合は小児科医に相談してください。
お子様の頭（ヘルメットを含む）が上部フレームの上に突
き出さないようにしてください。
自転車でThuleチャイルドキャリアを牽引する場合の制限
や条件を確認する場合は、必ず自転車のオーナーズマニ
ュアルを参照し、専門の販売店にご相談ください。
Thuleチャイルドキャリアにお子様を放置しないでくださ
い。
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•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Thuleチャイルドキャリアは、必ず平らな場所に駐車し、パ
ーキングブレーキをかけてください。
トレーラーキットを取り付ける前に、資格のある自転車整
備士に自転車を点検してもらってください。
Thuleチャイルドキャリアの最大積載重量は、お子様と荷
物を含め45 Kg / 100 lbです。
十分な経験と体力を持つ人が自転車に乗ってください。
夜間は、適切な照明を使用せずに自転車に乗らないでく
ださい。地域の法律で定められた照明に関する要件に従
ってください。
サイクリングする前に、取り付けたThuleチャイルドキャリ
アが自転車のブレーキ、ペダル、ハンドルに干渉しないこ
とを確認してください。
Thuleチャイルドキャリアをサイクルトレーラーとして使用
する場合は、キャリア内にごみが入らないようにレインカ
バーを閉じてください。
Thuleチャイルドキャリアをサイクルトレーラーとして使用
する場合には、
ストローラーホイールを使用位置（車輪が
下）取り付けた状態にしないでください。非使用位置（車
輪が上）の状態にしないと牽引できません。
Thuleチャイルドキャリアが後ろに傾くのを避けるため、キ
ャリア後方の収納スペースに重い荷物を載せないでくだ
さい。平らな場所にチャイルドキャリアを停め、以下の点
検を行ってください。
Thuleチャイルドキャリアを約15 cm / 6 in後ろに傾けてか
ら、手を離します。チャイルドキャリアが元の位置に戻り、
後ろに傾いた状態にならないことを確認します。後部の収
納スペースに積載できる荷物の総重量は4 kg / 8.8 lbで
す。
EPACによるサイクルトレーラーのけん引は法律によって
制限されている場合があります。地域の法律で定められ
たすべての要件に従ってください。
トレーラーを取り付ける際は、
トレーラーによってサイク
ルの制動距離が伸びることに注意してください。

警告

本製品はランニングやスケートには適してい
ません。

警告

お子様が本製品で遊ばないようにしてくだ
さい。

JA-7

4
使用を開始する
4.1 同梱のコンポーネント
お買い上げのキャリア製品に、以下の内容が同梱されている
ことを確認してください。
•
Thule Coaster XTシャーシ
•
サイクルトレーラーキット
•
散歩キット
•
ハンドルバー
•
20インチ車輪2枚
•
オーナーズマニュアル

ヒント
必要なときに最良の状態で利用できるよう、キ
ャリアと各部品は安全で乾燥した場所に保管
します。

JA-8
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4.2 キャリアの展開

4.3 キャリアの折り畳み

1

3

A.

2

B.

後部フレーム両側の自動ロックディスクを両手で引く
か解放します。ロックを解放した状態で後部フレーム
を下方（内側）に強く押します。
（図3）
片手で上部フレームを持ち、反対の手をキャリアアクス
ルに置いて、両者を引き寄せて畳みます。

警告

Thuleチャイルドキャリアを折り畳むときや展
開するときに、指を挟まないよう注意してくだ
さい。折り畳むときと展開するときは、けがを
しないようにするため、お子様を可動部に近
寄らせないようにしてください。

A.

B.

C.

片手で下部フレームを押さえておき、反対の手で上部
フレームを持ち上げて、それらのフレームを引き離し
ます。
（図1）
片手で上部フレームを、反対の手で後部フレームを持
ち、
自動ロックディスクがかみ合うまで、後部フレーム
を後方に引きます。
（図2）
後部フレームを内側に押してみて、キャリアのフレーム
がロックされていることを確認します。

警告

使用前に、各部がしっかりロックされているこ
とを確認してください。
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4.4 車輪の取り付け
1

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

I.

2

パーキングブレーキを解除します。
車輪のリリースボタンを押したまま保持します。
車軸をアクスルソケットに挿入します。
（図1）
車輪リリースボタンを解放します。
アクスルソケットに車輪を完全に押し込みます。
強く引いて、車輪がキャリアにしっかり連結しているこ
とを確認します。
もう一方の車輪も同様に取り外します。
空気圧計を使用して、各タイヤの空気圧を確認します。
タイヤ空気圧の推奨値は、最小30 psi（2.1 bar）、最大
35 psi（2.5 bar）
です。
いずれかのタイヤの空気圧が低すぎる場合は、サイク
ル用タイヤポンプを使用して空気を入れてください。

4.6 ホイールディフレクターの取り付け
3

警告

4

出発前に、両方の車輪がキャリアアクスルに
しっかりロックされていることを確認します。

4.5 車輪の取り外し
A.
B.
C.
D.

パーキングブレーキを解除します。
車輪のリリースボタンを押したまま保持します。
（図2）
車輪をキャリアのアクスルから引き抜きます。
もう一方の車輪も同様に取り外します。

A.
B.
C.
D.
E.

JA-10

車輪の前の下部フレーム（布地の開口部分）にホイー
ルディフレクターを取り付けます。
（図3）
フレームの穴とホイールディフレクターの穴の位置を
合わせます。
位置を合わせた2つの穴に上方からボルトを挿入しま
す。
ボルトにナットを通し、10 mmのレンチとプラスドライ
バー（#3）を使用してしっかりと締め付けます。
（図4）
同じ手順で、
もう一方の車輪の前にも取り付けます。
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4.7 ハンドルバーの取り付け

1

A.

キャリアの後ろで、ハンドルを後方に向けてハンドル
バーを位置決めします。
ハンドルバー両側のスプリングピンを両手で押して保
持します。
（図1）
キャリアの上部フレームにハンドルバーの両端を挿入
します。上部フレームに入るよう、
スプリングピンを押
し込みます。
（図2）
スプリングピンがかみ合うまで、上部フレームにハンド
ルバーを挿入していきます。
強く引いてもハンドルバーがキャリアにしっかり連結し
ており、抜けないことを確認します。
ハンドルバーを取り外すには、上部フレームの上から
両方のスプリングピンを押し、ハンドルバーを引き抜き
ます。
同じ手順で、ハンドルバーからブレーキハンドルを取
り外します。

B.
C.

D.
E.
F.

G.

2

4.8 サイクリング
4.8.1 	安全フラッグの取り付け
3

ヒント
調節可能なHeightRight™ハンドルバーは高低
2つのハンドル位置をとることができます。2つ
の位置を切り替えるには、ハンドルバーを取り外
し、反転させます。

警告

ハンドルに荷物を取り付けると、Thuleチャイ
ルドキャリアの安定性が損なわれます。
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A.
B.

安全フラッグの金属製またはプラスチック製のカラー
にフラッグポールを挿入します。
車体左側のスリーブにフラッグポールを挿入します。
（図3）
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4.8.2
A.
B.

C.
D.
E.
F.

G.
H.
I.
J.
K.
L.

クイックリリース付きezHITCHTMの取り付け

使用する自転車にクイックリリーススキュワーが対応し
ていることを確認します。
クイックリリースノブをゆるむ方向に回し、
クイックリリ
ーススキュワーからクイックリリースノブを取り外しま
す。
クイックリリーススキュワーからスプリングの1つを取
り外します。
クイックリリーススキュワーをezHitch™に挿入します。
（図1）
自転車のアクスルにクイックリリーススキュワーを左側
から右方向に挿入します。
取り外したスプリングをクイックリリーススキュワーの
元の位置に取り付けます。細い方を内側（自転車側）に
してください。
クイックリリースレバーを閉じます。
クイックリリースノブを元の位置に取り付け、指で締ま
るところまで回して締めます。
クイックリリースレバーを開きます。
（図2）
クイックリリースノブをもう1回転回して締めます。
クイックリリースレバーを閉じます。
（図3）
自転車の車輪を強く引っ張って、
自転車にしっかり固定
されていることを確認します。

1

2

警告
自転車の後輪がゆるんで外れないようにす
るため、
クイックリリースノブをクイックリリー
ススキュワーに取り付けるときは、十分に締
め付ける必要があります。
クイックリリースノ
ブの端部からネジ山が少なくとも2本見える
ところまで締め付けてください。

3

クイックリリースが適切に取り付けられてい
ることを必ず確認してください。不適切な方
法でクイックリリースを固定した場合、偶発的
に後輪がゆるむことがあります。
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4.8.3 	固定型アクスルへのezHITCHTM の取り付け
A.
B.
C.
D.
E.

4.8.4 	ヒッチアームの取り付け

使用する自転車にezHitch™が対応していることを確認
します。
アクスルの左端（スプロケットの反対側の端）からナッ
トとワッシャーを取り外します。
ezHitch™をアクスルの左側に取り付けます。
取り外したナットとワッシャーを再びアクスルに取り付
けます。
自転車メーカーの推奨トルクでナットを締めます。

1

警告
適切な締め付け力を得るためには、
リアアク
スルのナットを少なくとも5回転させて締め
る必要があります。ezHitchTMのスペースを確
保するためにアクスルに元々付いていたワッ
シャーは、外してもかまいません。念のため、
自転車の販売店に確認してください。

2

ハブのタイプによっては、既存のハブ用トル
ク支持ワッシャーをフレームに残しておく必
要があります。
アクスルのナットを締めて固定
する際には、ハブの組み立て説明書とメーカ
ーのトルク仕様に従ってください。

ヒント
内部ハブの場合、Thule内部ハブ用ヒッチアダプ
ターキットに同梱されている取扱説明書で取り
付け方法を参照してください。

A.
B.
C.
D.
E.

F.

ヒッチアームの安全な使用が損なわれるような損傷や
摩耗がないか点検します。
Thuleチャイルドキャリアの前に、ヒッチボールが前方
斜め右方向を向くようにしてヒッチアームを置きます。
チャイルドキャリアの左隅にあるウィングにヒッチアー
ムを挿入します。
（図1）
ウィング後部とヒッチアームを貫通するように安全ピ
ンを挿入し、Dクリップを閉じます。
（図2）
ヒッチアームをThuleチャイルドキャリアから引き離す
ように強く引っ張り、キャリアにしっかり固定されている
ことを確認します。
ヒッチアームを取り外す場合は、安全ピンを外してヒッ
チアームを引き抜きます。

警告
使用中は常に安全ピンを挿入しておいてくだ
さい。ヒッチアームが適切に固定されていな
い場合、走行中にゆるむ可能性があります。
Thuleチャイルドキャリアにヒッチアームを正
しく取り付けて固定してください。適切に取り
付けられていない場合、Thuleチャイルドキャ
リアが自転車から外れる可能性があります。
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4.8.5 	自転車へのキャリアの取り付け

A.

B.
C.
D.

E.

1

3

2

4

まっすぐに立てた自転車の左側にキャリアを置き、ヒッ
チボールがezHitch™の方を向くように位置を合わせま
す。
（図1）
ヒッチボールをezHitch™の前部に挿入し、後方に、止
まるところまでスライドさせます。
（図2）
安全ピンをezHitch™に上から下に挿入します。
ラバータブを下に引っ張りながら安全ピンの突き出し
ている方の先端にかぶせ、ezHitch™に固定します。
（図3）
バックアップ安全ストラップを自転車のフレームの周
囲に巻き付け、Dリングにクリップを引っ掛けます。
（図4）

警告
ヒッチ用のバックアップ安全ストラップは、必
ず上記の方法で装着してください。
このスト
ラップは、牽引中にキャリアが離れないよう
にするための安全対策として追加されてい
ます。何かの理由によってバックアップ安全
ストラップを装着できない場合は、サイクル
トレーラーを使用しないでください。バックア
ップ安全ストラップを装着しない場合、Thule
チャイルドキャリアが自転車から外れる恐れ
があります。

警告
ヒッチアームの負荷は、0.1 kg / 0.22 lb以
上、8 kg / 17.6lb未満になっている必要があ
ります。
この負荷を確認するためには、Thule
チャイルドキャリアに人と荷物を載せた状態
で、ヒッチアームの端部から下向きにかかる
力を測定します。

JA-14
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4.8.6 	自転車からのキャリアの取り外し

4.9 散歩
4.9.1 	散歩に使用する場合のヒッチアームの調整

1

2

A.
B.
C.
D.

巻き付けていたバックアップ安全ストラップを自転車
のフレームから外します。
（図1）
安全ピンの端部に引っ掛けられているラバータブを外
します。
安全ピンをezHitch™から上方に引き抜きます。
ヒッチボールをezHitch™から前方に引き抜きます。

3

A.
B.
C.

51100985 - F

ヒッチアームをウイングの奥にスライドさせて、ヒッチ
アーム前側の穴をウィングの穴に合わせます。
（図2）
ウィング後部とヒッチアームを貫通するように安全ピ
ンを挿入し、Dクリップを閉じます。
（図3）
ヒッチアームをThuleチャイルドキャリアから引き離す
ように強く引っ張り、キャリアにしっかり固定されている
ことを確認します。
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4.9.2 	ストローラーホイールの取り付け

4.9.3 	サイクリング時のストローラーホイールの収納

1

3

2

4

A.
B.

ヒッチアームの下側から、
ストローラーホイールをヒッ
チアームに挿入します。
（図1）
ストローラーホイールアタッチメントを貫通するように
安全ピンを挿入し、Dクリップを閉じます。
（図2）

A.
B.
C.

Dクリップを開き、安全ピンを引き抜いてストローラー
ホイールを取り外します。
ヒッチアームの上方から、
ストローラーホイールをヒッ
チアームに挿入します。
（図3）
ストローラーホイールアタッチメントを貫通するように
安全ピンを挿入し、Dクリップを閉じます。
（図4）

警告
ストローラーホイールがしっかりと装着され、
ロックされていることを必ず確認してくださ
い。ロックされているかどうかは、
ストローラ
ーホイールを垂直方向に上下に動かすこと
によって、確認することができます。
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5
使用法と機能
5.1

パーキングブレーキのセッティング

1

A.
B.
C.

2

ブレーキレバーの赤いハンドルを握り、引き下げます。
（図1）
ブレーキをかけたら、キャリアが前後に転がらないよう
に必ずパーキングブレーキの効きを確認します。
パーキングブレーキを解除するには、
ブレーキレバー
の赤いハンドルを握って押し上げます。
（図2）
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警告

Thuleチャイルドキャリアにお子様を放置し
ないでください。
お子様の乗降時には、常にパーキングブレー
キをかけておくようにします。
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5.2 パッド付きショルダーハーネスの調節
A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.

H.

I.

パーキングブレーキをかけます。
2層式カバーを開きます。
ベルトの調整具をすべてゆるめます。
赤いリリースボタンを押して、
ショルダーハーネスのク
ロッチストラップバックルを外します。
お子様を座らせます。
背もたれの縦向きウェブストラップに付いているショ
ルダーベルト高さ調整具をスライドさせて、お子様の
肩の高さに合わせます。
（図1）
クロッチストラップを持ち上げて2つのショルダースト
ラップバックルを接続し、それらを一緒にクロッチバッ
クルに挿入します。
（図2）
ショルダー長さ調整具を使用してハーネスシステムを
調整し、
クロッチストラップバックルが胸の下部に来る
よう位置を合わせます。
（図3）
ショルダーストラップの垂れ下がっている端を下方に
引き、2本ともしっかりと締めます。お子様の腰と肩の位
置でハーネスシステムがたるんでいないことを確認し
ます。
また、
ショルダーパッドの位置が、お子様の肩の
上部、首の隣に来ていることも確認してください。

1

2

警告

このシートユニットは6ヶ月未満のお子様に
は適していません。6ヶ月未満のお子様の場
合は、認定済みのThuleベビーアクセサリー
を使用してください。

ヒント

3

キャリアにお子様を1名だけ乗せる場合は、常に
右側の座席に座らせるようにします。
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5.3 2層式カバーの使用
A.

B.

C.
D.

1

キャリア内の通気をよくするには、ビニル製ウィンドウ
を巻き上げます。
カバー上部のゴムリングで、巻き上げ
たウィンドウを留めておきます。
（図1）
キャリア内に雨や埃などが入らないようにするには、ビ
ニル製ウィンドウを下ろします。
カバー下部のマジック
テープで、閉じたウィンドウを留めておきます。
カバーを開けるには、各キャリアカバーの前方コーナ
ーのマジックテープを外します。
カバーを閉じるには、
カバー前面を引き下げ、マジック
テープで各コーナーを留めます。
（図2）

警告

Thuleチャイルドキャリアの使用時には、お子
様が低温下で長時間過ごしたり、高温下で適
度な換気や水分補給を行わずに長時間過ご
したりするなど、厳しい気候にさらされた場
合の危険性（低体温症や熱中症など）に留意
する必要があります。

2

警告

Thuleチャイルドキャリアをサイクルトレーラ
ーとして使用する場合は、キャリア内にごみ
が入らないようにレインカバーを閉じてお
きます。

51100985 - F

JA-19

5.4 日よけの使用

2

1

A.

B.

C.

5.5 保管

Thuleチャイルドキャリア背面を覆うには、後部フラッ
プを開いてキャリア背面に下ろします。後部フラップの
底部についているマジックテープで、閉じた状態を保
持します。
チャイルドコンパートメント内に日陰を作るには、後部
フラップを開いてキャリア前面に下ろします。
日よけの
底部についているマジックテープで、閉じた状態を保
持します。
（図1）
Thuleチャイルドキャリアの前面と背面を完全に開放す
るには、後部フラップを巻き上げます。後部フラップの
上部についているゴムリングで、開いた状態を保持し
ます。

3

このキャリアには、以下の収納コンパートメントが備わって
います。
A.
後部の広い空間1箇所。
（図2）
B.
キャリア内前方の小型メッシュポケット1個。
（図3）

警告

Thuleチャイルドキャリアに上限以上のお子
様や荷物を載せないでください。
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6
その他の情報
6.1

アクセサリー

6.2 サービスとお手入れ

ご利用のThuleチャイルドキャリアに対応しているアクセサリ
ーは、数多くあります。

ご使用のThuleチャイルドキャリア、
アクセサリーに損傷や消
耗がみられないか、定期的に点検してください。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

金属製の部品
へこみやひび割れがないか確認します。金属部品にひび割
れや損傷がある場合、Thuleチャイルドキャリアを使用しない
でください。

Thule赤ちゃんスリング
Thuleベビーサポーター
Thuleおくるみバッグ
Thuleアクスルマウント式ezHitchTM
Thule内部ハブヒッチアダプター
Thule 12 mmアクスルアダプター
Thuleボトルケージ
Thuleカップホルダー
Thule収納カバー
Thuleレインカバー

詳細については、最寄りの販売店にお問い合わせいただく
か、弊社Webサイト
（www.thule.com）をご利用ください。

ファスナー
Thuleチャイルドキャリアを定期的に点検して、
ファスナー部
分にゆがみ、破損、欠損、ゆるみなどがないか確認します。ゆ
るんでいるファスナーは締め付けを行い、破損や欠損のある
ファスナーは交換します。
生地
生地に破れや摩耗などの損傷がないか、定期的に確認しま
す。生地に穴が開いていると、お子様の手が車輪や路面に接
触するおそれがあります。
車輪
車輪アクスルの汚れを落とし、露出しているすべての可動部
にグリースかオイルを注油します。少なくとも年に1回は車輪
の点検とサービスを実施してください。
また年に1回、認可されているサービス提供者にThuleチャイ
ルドキャリアのメンテナンスを依頼し、
できるだけ良好な状
態を保つことを強く推奨します。

警告

Thuleチャイルドキャリアは定期的に温水と中性洗剤で洗浄
し、粗いクレンザーや溶剤は使用しないでください。

適切なサービスとお手入れは、Thuleチャイ
ルドキャリアの性能と安全性に影響を及ぼ
します。
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6.3 保管
Thuleチャイルドキャリア、
アクセサリーは直射日光を避け、乾
いた場所に保管してください。可能であれば、Thuleチャイル
ドキャリアを吊り下げ、地面から離して保管します。かびや雑
菌の繁殖を防ぐため、Thuleチャイルドキャリアを乾燥させて
から収納します。車輪とウィンドウを接触させた状態で保管し
ないでください。
また、Thuleチャイルドキャリアと自転車を連
結させたまま、長期間保管しないでください。

6.4 消耗と破損
このThuleチャイルドキャリアは非常に耐久性が高く、お子様
の移動に長くご利用いただけます。
しかし、時間の経過ととも
に、いくつかの要因から消耗や破損が生じることがあります。
使用状況と走行距離
Thuleチャイルドキャリアを使う機会が多ければ多いほど、
ま
た、押す距離が長ければ長いほど、消耗は早くなります。
サービスとお手入れ
Thuleチャイルドキャリアを清掃し、
よく手入れしておくこと
は、製品のコンディションを良好に保つうえで重要です。
保管
Thuleチャイルドキャリアを適切に保管すると、生地をはじ
め、各部の消耗を抑えることができます。
使用時の操作
急激な方向転換、急加速、急ブレーキなどは、
ブレーキやタイ
ヤをはじめ、
さまざまな部品の消耗を早める原因になります。
天候
多様な気候条件が各部にさまざまな影響を及ぼします。直射
日光は生地やウィンドウ、
ゴム製の車輪の消耗を早めます。空
気中や路上の塩分は、車輪のリムや底面の生地を傷めます。
さらに土や泥が可動部に入ることも、消耗の原因になります。
キャリアの酷使は消耗を早めることになります。Thuleチャイ
ルドキャリアの使用方法やお手入れの状況は、消耗の進行に
大きく影響します。

Thule Sweden AB, Borggatan 5
335 73 Hillerstorp, SWEDEN

info@thule.com

www.thule.com

© Thule Group 2019. All rights reserved.
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