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1 
はじめに

Thule Glide 2をお求めいただき、まことにありがとうございます。この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 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

マニュアルの対象読者
このマニュアルは、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。

1.2 キャリアの用途

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
や滑らかな小道上でお子様を運ぶために使用しま
す。また、キャリア内のお子様に危険が及ばない程
度に、収納バッグに荷物を入れて運ぶこともできま
す。

夕暮れ時や夜間など、ものが見えにくい状況でチャ
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。また、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。

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。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。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。

1.3 仕様 1.4 保管 

警告
カーゴトレイの最大積載重量は4.5
kg（10ポンド）です。

背面メッシュポケットの最大積載重量
は1.4 kg（3ポンド）です。

サイドメッシュポケットの最大積載重
量は0.5 kg（1ポンド）です。

0,5 kg 
1 Ibs

1,4 kg 
3 Ibs

4,5 kg 
10 Ibs

Thule Glide 2

Max
xx kg

34 kg 
75 lbs

22 kg
49 lbs

111 cm
43.7 inch

93.5 x 58 x 33 cm

36.8 x 22.8 x 9 inch

Max

6 m - 4 y
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2 
安全性

この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。

2.1 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。

2.2 全般的な安全指示

•  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るようにします。

•  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、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。

•  このチャイルドキャリアの使用時には、お子様が低温

下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。

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。

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。警告内容を守らない場合、
事故が 発生し、使用者やお子様が重
傷を負っ たり死亡したりすることが
あります。
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•  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。

• チャイルドキャリアに、Thule 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。

•  Thule が承認している ラック製品のみを使用してくだ

さい。他のメッセンジ ャーバッグやラックを使用する

と、チャイルドキャリ アが不安定になることがありま

す。

•  Thule 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。

•  この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。

•  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チャイルドキャリ

 アを使用しないでください。

•  本マニュアルを読み、理解したうえでThuleチャイルド

 キャリアを扱ってください。

• キャリアは、設計されたお子様の定員数に従って使用

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

ツを使用した場合、安全は保証されません。

• この車両は小児用寝台またはベッドに代わるものでは

ありません。お子様が眠る場合には、適したベビーカ

ー本体、寝台またはベッドに寝かせてください。

警告
- お子様が本製品で遊ばないようにして
 ください。
- お子様が転倒したり滑り落ちたりして

大きなけがをしないよう、必ずシー
トベルトを着用してください 。

- 本製品はスケートには適していませ
ん。

- フロントホイールがジョギングモード
にロックされているか、承認された
Thuleジョギングキットが取り付けら
れている場合を除き、本製品はラン
ニング用に適していません。

- ハンドルバーに荷物を引っ掛けるとチ
ャイルドキャリアの安定性が損なわ
れます。
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3 
使用を開始する

3.1 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。

A キャリア

B 後輪2枚

C 前輪1枚

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。

A

C

B
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3.2 キャリアの展開

A.  折り畳みロックストラップを外します。（図1）

B.  キャリアの上部フレームを持ち上げます。（図2）

C.  固定されるまで、キャリアの前面フレームを押し上

 げます。（図3）

2

1 3

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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3.3 キャリアの折り畳み

A.  前面カバーを開きます。（図1）

B.  折り畳みハンドルをスライドさせ、フレームが折り

 畳まれるまで回します。（図2）

C.  前輪が外れたら、フェンダーを右側にスライドさせ

 てから押し下げ、折り畳みます。

D.  ロックストラップをかけます。（図3）

2

1 3

警告
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。
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3.4 車輪の取り付け

A.  車輪のリリースボタンを押したまま保持します。

 図1）

B.  車輪のアクスルをキャリアのアクスルに挿入しま

 す。

C.  車輪リリースボタンを解放します。

D.  キャリアのアクスルに車輪を完全に押し込みます。

E.  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。

F.  もう一方の車輪も同様に取り付けます。

G.  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20 psi

 （1.4 bar）、最大25 psi（1.7 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。

1

警告
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。

3.5 車輪の取り外し

2

A.  車輪のリリースボタンを押したまま保持します。

 （図2）

B.  車輪をキャリアのアクスルから引き抜きます。

C.  もう一方の車輪も同様に取り外します。
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3.6 前輪の取り付け

A.  フェンダーを持ち上げ、カチッと音がするまでサイ

 ドにスライドさせて、フェンダーを展開します。

 （図1）

B.  前輪にクイックリリース棒を取り付けます。

 （図2）

 i. クイックリリースノブをゆるめて取り外します。

 ii. ばねの1つを外します。

 iii. ジョギングホイールにクイックリリース

 棒を挿入します。

 iv. ばねをクイックリリース棒に戻します。

 細い方が内側（前輪の方）を向くように

 してください。

v.  クイックリリースノブを戻して締めます。

C.  前輪を車軸受けに取り付けます。（図3）

i.  クイックリリースノブをしっかり締めます。

D.  ブレーキケーブルを両方のブレーキアームに固定

 し、フロントブレーキを取り付けます。（図4）

31

2

警告
 
クイックリリース棒が適切に取り付 ら
れて いることを必ず確認してくださ
い。クイック リリース棒の締め付けが
適切でないと、前輪 が外れてしまう可
能性があります。

1

2
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4 
使用法と機能

4.1 パーキングブレーキのセッティング

A.  赤いフットペダルを踏むと、パーキングブレーキが

 かかります。（図1）

B.  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。

C.  赤いフットペダルを上げると、パーキングブレーキ

 が解除されます。（図2）

1 2

警告
決して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。

ヒント
パーキングブレーキの調整は不要です。



4.2 お子様の着席とシートベルトの装着

A.  パーキングブレーキをかけます。

B.  ベルトの調整具をすべてゆるめます。

C.  赤いリリースボタンを押し、バックルの両側を押し

 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。（図1）

D.  お子様を座らせます。

E.  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2）

F.  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クロッチバックルに挿入します。

G.  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。（図3）
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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
子様には、Thuleの赤ちゃん用アクセサ
リーを使用する必要があります。
必ず拘束システムを使用してください。
使用前に、キャリア本体、シートユニ
ット、カーシートの取り付け器具が正
しく接続されていることを確認してく
ださい。

3

4

1

2
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4.3 前輪の調整

A.  前輪を車軸受けから外します。（図1）

B.  調節ねじをゆるめ、サイドにホイールトラックを

つ くります。（図2）

4.4 ハンドルバーの調節

A.  リリースボタンを押します。（図3）

B.  ハンドルバーを回転させ、持ちやすい位置に合わせ

 ます。（図4）

2 4

1 3
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4.5 リクライニングシートの調節

A.  パーキングブレーキをかけます。

B.  調節クランプを掴みます。（図1）

C.  シートの背後で調節クランプをストラップに沿って

 上下に動かし、シートのリクライニングの程度を調

 節します。（図2）

D.  通気口を開きます。シートがリクライニングした状

 態で背面の通気口を開き、上部のポケットに入れま

 す。（図3）

31

2
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4.7 日よけの使用

A.  キャリア内に日陰を作るには、日よけを下ろしま

 す。（図2）

B.  上部の窓を開けるには、マジックテープを剥がし、

 日よけを上部のポケットに巻き上げます。（図3）

4.6 安全用ハンドストラップの使用

1

A.  使用時にチャイルドキャリアが勝手に動かないよう

 に、安全用ハンドストラップの端の輪を手首に通し

 ておきます。（図1）

3

2
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5 
その他の情報

5.1 アクセサリー

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。

• Thule Organizer Sport
• Thule Bottle Cage
• Thule Urban Glide Bumper Bar
• Thule Urban Glide Rain Cover
• Thule Urban Glide Mesh Cover
• Thule Footmuff Sport
• Thule Urban Glide Snack Tray

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。

5.2 サービスとお手入れ

ご使用のTHULEチャイルドキャリアや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、そのチャイルドキャリアは使用しな

いでください。

ファスナー

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。

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。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。

警告
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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5.3 保管

チャイルドキャリアと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、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、チャイルドキャリアを乾燥させて

から収納します。

5.4 消耗と破損

この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。

早期の消耗が、必ずしも製品の品質上の問題とは限りませ

ん。チャイルドキャリアの使用方法やお手入れの状況が、

消耗の進行に大きく影響します。
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