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ポコシリーズ

ポコプラス ポコ

この度はオスプレーのチャイルドキャリア、ポコをご購入いただき、誠にありがとうございま
す。本製品を安全に使用するために、取扱説明書に記載されている全ての情報を熟読して従っ
て下さい。ポコのモデル名は、本体正面の下部にプリントされています。

最大荷重：22kg (お子様、荷物、キャリアの合計)
警告：お子様が支えなしで座れない場合は本製品を使用しな
いで下さい
警告：体重7.25kg未満もしくは18kgを超えるお子様には
使用しないで下さい。また生後6ヶ月未満のお子様には使用
しないで下さい
警告：お子様を本製品に乗せたまま側を離れないで下さい！

転落または窒息のおそれがあります警告

重要！ 取扱説明書をよくお読みになり、
お手元に保管して必要に応じてご参照下さい。

警告：大人の頭よりもキャリアに座らせたお子様の
頭の方が高くなることがあります。ドアの枠や木の
枝などの障害物がお子様に当たらないように注意し
て下さい
警告：お子様がキャリアから落ちたり、滑り落ちた
りすると大怪我を負うおそれがあります。常にお子
様をショルダーハーネスで固定して下さい
警告：カウンターやテーブル、その他の高いところ
に置かないで下さい

本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読み下さい
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警 告：キャリアを使用する際は以下のことに注意して下さい

+ポコシリーズはお子様1人を大人1人で背負うように設計され
ています
+ご使用前に必ず点検を行い、バックル、スナップ、ストラッ
プ、アジャスターが安全に調整されていることを確認して下さい
+キャリアに損傷がないか、使用前に必ず点検して下さい。フ
レームが曲がったり、バックルが壊れたり、縫い目や生地が解れ
たり、裂けたり、破れたりした状態では決して使用しないで下さ
い
+本製品はレジャーには適していますが、スポーツ(スキー、サ
イクリングなど)向けではありません
+キャリアを背負ったり下ろたりする際には十分な注意を払って
下さい
+お子様やご自身の動きによってバランスを崩すことがあります
+前にかがんだり、身体を横に傾ける際には細心の注意を払って
下さい
+背負っている大人よりも、キャリアに乗せたお子様の方が天候
や気温の影響を受けやすいことを意識して下さい。状況に応じた
服を着せ、ときどき耳や顔の体温を確認して下さい
+日焼け防止にはサンシェードを使用し、さらなる防止のために
日焼け止めを塗ってあげて下さい
+キャリアに乗っているお子様も疲れます。使用中はこまめに休
憩を取って下さい
+キャリアを下ろしたり床に置いたりする時は、お子様が足を怪
我しないように注意を払って下さい
+お子様が座席で立ち上がらないように注意して下さい

目 次　
各部の機能  4
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ドロールパッド  5
使用方法     
  ステップ1：組み立て  6
  ステップ2：背負うためのフィッティング 7
  ステップ3：お子様へのフィッティングと固定 8
  ステップ4：安全な背負い方  9
製品概要  10
別売アクセサリー  11
お手入れ       11
お問い合わせ        11 
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1. サンシェード
専用ジッパーポケットには素早く展開/収納できるサン
シェードを内蔵。お子様を日差しから守ります
2. ドロールパッド(よだれパッド)
ソフトなドロールパッドを座席前部に備えています
3. トイループ&サイドメッシュポケット
お子様のおもちゃやおしゃぶりは、座席周りの小さなコー
ドループにぶら下げたり、メッシュポケットに収納するこ
とができます
4. デラックスなチャイルドシート
調節可能なショルダーハーネスとチャイルドシートは、安
全のためフレームとパッドに包まれています。肌触りの良
いソフトな生地を使用し、体格に合わせてフィット。メッ
シュサイドパネルは通気性が良く快適です
5. 調整可能なあぶみ
お子様が上限体重に近い場合、調整可能なパッド入りあぶ
みを使って足の血行不足を防ぐことができます
6. 折りたたみ式軽量アルミフレーム 
軽量アルミフレームが荷重をしっかりと支え、キャリアを
下ろした時に安定して自立させます。運搬/保管時には
フットバーとサイドアームを折りたたむことができます。
ポコ・チャイルドキャリアケース(別売)を使用すれば、旅
行/保管時にキャリアを保護することができます
7. ジッパースタッシュポケット
小物の収納に便利なジッパー付スタッシュポケット。内部
にキークリップが付属
8. デュアルグラブハンドル
丈夫なハンドルを2個備え、安全に上げ下ろしできます

9. 外部ハイドレーションスリーブ
背面上部にハイドレーションを収納できるスペースがあり、大人
からも子供からもアクセスできます
※オスプレー・LTレザヴォア1.5リットルを推奨
10. オスプレー・エアスピードサスペンション
背面上部から腰部までをカバーする軽量なメッシュパネル。シー
ムレスな構造は身体に馴染み、背負った時のナチュラルなフィッ
ト感、通気性、動きやすさを実現
11. 背面長調整機能
背面長には13cmの調整範囲があり、背負う方を途中でバトン
タッチしても、素早く簡単にフィッティングすることができます
12. 下部ジッパーコンパートメント
オムツなどの収納に適したジッパー開閉式コンパートメント。ポ
コプラスのコンパートメントはさらに大きく、収納性が抜群です
ポコプラス：17リットル
ポコ：14リットル
13. ヒップベルトポケット
おやつや小物に素早くアクセスすることができます
ポコプラス：ジッパー付ヒップベルトポケット
ポコ：オープンメッシュヒップベルトポケット
14. フィットオンザフライ ヒップベルト*(ポコプラスのみ)
ベルト長を調整できるフィットオンザフライヒップベルトは、左
右それぞれ13cmの調整幅があり、様々な体型にフィットしま
す。通気性に優れ、快適な背負い心地を実現
15. 下部サイドストレッチサイドメッシュポケット*(ポコプラスのみ)

16. 大型フロントパネルコンパートメント*(ポコプラスのみ) 

各部の機能
11
22
4

3
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1. サンシェード
専用ジッパーポケットには素早く展開/収納できるサン
シェードを内蔵。お子様を日差しから守ります
2. ドロールパッド(よだれパッド)
ソフトなドロールパッドを座席前部に備えています
3. トイループ&サイドメッシュポケット
お子様のおもちゃやおしゃぶりは、座席周りの小さなコー
ドループにぶら下げたり、メッシュポケットに収納するこ
とができます
4. デラックスなチャイルドシート
調節可能なショルダーハーネスとチャイルドシートは、安
全のためフレームとパッドに包まれています。肌触りの良
いソフトな生地を使用し、体格に合わせてフィット。メッ
シュサイドパネルは通気性が良く快適です
5. 調整可能なあぶみ
お子様が上限体重に近い場合、調整可能なパッド入りあぶ
みを使って足の血行不足を防ぐことができます
6. 折りたたみ式軽量アルミフレーム 
軽量アルミフレームが荷重をしっかりと支え、キャリアを
下ろした時に安定して自立させます。運搬/保管時には
フットバーとサイドアームを折りたたむことができます。
ポコ・チャイルドキャリアケース(別売)を使用すれば、旅
行/保管時にキャリアを保護することができます
7. ジッパースタッシュポケット
小物の収納に便利なジッパー付スタッシュポケット。内部
にキークリップが付属
8. デュアルグラブハンドル
丈夫なハンドルを2個備え、安全に上げ下ろしできます

9. 外部ハイドレーションスリーブ
背面上部にハイドレーションを収納できるスペースがあり、大人
からも子供からもアクセスできます
※オスプレー・LTレザヴォア1.5リットルを推奨
10. オスプレー・エアスピードサスペンション
背面上部から腰部までをカバーする軽量なメッシュパネル。シー
ムレスな構造は身体に馴染み、背負った時のナチュラルなフィッ
ト感、通気性、動きやすさを実現
11. 背面長調整機能
背面長には13cmの調整範囲があり、背負う方を途中でバトン
タッチしても、素早く簡単にフィッティングすることができます
12. 下部ジッパーコンパートメント
オムツなどの収納に適したジッパー開閉式コンパートメント。ポ
コプラスのコンパートメントはさらに大きく、収納性が抜群です
ポコプラス：17リットル
ポコ：14リットル
13. ヒップベルトポケット
おやつや小物に素早くアクセスすることができます
ポコプラス：ジッパー付ヒップベルトポケット
ポコ：オープンメッシュヒップベルトポケット
14. フィットオンザフライ ヒップベルト*(ポコプラスのみ)
ベルト長を調整できるフィットオンザフライヒップベルトは、左
右それぞれ13cmの調整幅があり、様々な体型にフィットしま
す。通気性に優れ、快適な背負い心地を実現
15. 下部サイドストレッチサイドメッシュポケット*(ポコプラスのみ)

16. 大型フロントパネルコンパートメント*(ポコプラスのみ) 
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1.  サンシェードのラベ
ルの付いたジッパーポ
ケットを開いて下さい

2. サンシェード上
部のコードループを
掴んでポケットから
引き出して下さい

3. 左右の赤いウェビン
グループを掴んで前方
に引っ張って下さい

4. 赤いウェビングループの
付いたタブを、サイドアーム
の赤い縁取りがされたスリー
ブに差し込んで下さい

収納の手順

5. 赤いウェビングループに指を入れ、しっかりと掴んで
スリーブからタブを外して下さい。この時、サンシェー
ドが跳ねてお子様に当たらないように注意して下さい

6. サンシェードをジッパーポケット
に収納し、ジッパーを閉めて下さい

2. ドロールパッドをぐっと押し下げて座席側
の面ファスナーを外して下さい。取り付けは
取り外しと逆の手順で行なって下さい

1. 大人用バックパネル上部にあるウェビング
ループに指を差し入れて下に引き、ドロール
パッドの面ファスナーを外して下さい 

サンシェード
全てのポコ チャイルドキャリアは、お子様を日射しから守るサンシェードを標準装備。
専用ジッパーポケットに収納されているサンシェードは、簡単に展開することができます

ドロールパッド(よだれパッド)
ドロールパッドは取り外し可能で、必要に応じて洗えます。
中性洗剤を使ってぬるま湯で洗い、風通しの良い場所で陰干しして下さい

取り外し方
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ステップ1. 組み立て

1.1 折りたたみ式フット
バーを後ろに引いて「カ
チッ」とクリック音が
するまで広げて下さい

1.2 収納状態ではサイド
アームが内側に折りたたま
れています。組み立てる時
には左右のフックを外して
座席を広げて下さい

1.3 サイドアームを座席の
上まで回し、ヘッドレスト
両側にあるカフに差し込ん
で下さい。この時、サイド
アームがしっかりとカフに
差し込まれていることを確
認して下さい

1.4 サイドアームをカフ
に差し込んだら、サイド
アーム側の赤いオスバッ
クルとカフ側の赤いメス
バックルを接続して下さ
い。これで座席が固定さ
れ、お子様を乗せて背負
うことができます

※ 保管や持ち運びの際には座席を完全に下ろしてから、組み立てと逆の手順で折りたたんで下さい。
　 別売のポコ・チャイルドキャリアケースを使用すると、キャリアを保護することができます

使用方法
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2.1 ショルダーベルト、ヒップ
ベルト、ロードリフタースト
ラップを緩めて下さい

2.5 ヒップベルトを調整し
たら、ショルダーベルトの
ストラップを下に向かって
引き締めて下さい

2.6 背面長が適切に調整され
ている場合、第7頸椎(首の付
け根の飛び出した骨)とショル
ダーヨーク上端の間隔が2.5～
5cmになります

2.7 ポコを下ろしてロー
ドリフターとショルダーベ
ルトを完全に緩めて下さい

2.8 バックパネル中央にあ
る背面長調整カムを開いて
ショルダーヨークを上下に
スライドさせて背面長を調
整して下さい

2.2 ポコを背負ってヒップベ
ルトが腰骨を覆う位置でヒッ
プベルトを締めて下さい

2.3 ヒップベルトを締めた状態でパッド両端の間
隔が8～15cmあるのが適正です。ポコプラスの
場合、フィットオンザフライ機能でヒップベルト
のベルト長をさらに調整することができます

2.4 ヒップベルト内側のメッシュとエクステンションウィ
ングを貼り合わせている面ファスナーを剥がして下さい。
エクステンションウイングをスライドさせ、適切にフィッ
トするように調整して下さい。目盛りを目安にして左右の
ウィングの長さを揃え、面ファスナーをしっかりと固定し
て下さい

2.9 背面長が適正になる位
置で背面長調整カムを閉じ
て固定して下さい

ヒップベルトの調整

バックパネルとハーネスの調整フィットオンザフライの調整 (ポコプラスのみ)

背面長の調整は以下の手順で行って下さい

ステップ2. 背負うためのフィッティング
警 告 ：お子様を座席に座らせたままでフィッティングしないで下さい

ヒップベルト長の調整範囲：66cm～122cm
背面長の調整範囲 ：38cm～53cm
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3.1 ヘッドレストの後ろ
で接続されている赤い
バックルを両方とも外し
て、チャイルドハーネス
を開いて下さい

3.5 座席を下げたい場合
は、ヘッドレスト根本に
あるレバーを起こしたま
ま座席を押し下げて下さ
い。レバーを離すと座席
はロックされます

3.6 左右のレッグループにお子
様の足を通して座席に座らせて
下さい。子供のあごがドロール
パッド上端と同じ高さであるこ
とを確認して下さい 

3.10 上限体重(18kg)に近いお
子様の場合、足の血行を妨げな
いようにあぶみを使用して下さ
い。あぶみに子供の足を入れ
て、膝が少し曲がるようにあぶ
みの高さを調整して下さい

3.7 チャイルドハーネスの赤い
バックルを、3.2で接続した
バックパネル上端のバックルか
ら外して下さい。子供の腕を
チャイルドハーネスのアーム
ループに通して下さい

3.8 チャイルドハーネス
左右の赤いオスバックル
を、ヘッドレスト後方
の赤いメスバックルに
セットして下さい

3.2 チャイルドハーネスの
赤いバックルを、大人用バッ
クパネル上端のメスバックル
にセットし、お子様を座席に
乗せる際にハーネスが邪魔に
ならないようにして下さい

3.3 お子さまを座席に座
らせて、子供のあごと座
席前方のドロールパッド上
端が同じ高さになるように
調整して下さい

3.4  座席を上げたい場合
は、座席後方にある赤いハン
ドルを掴んで引き上げて下さ
い。上方向の場合、座席高は
自動的にロックされます

3.9 ハーネスがお子様の上
半身にフィットするよう
に、左右のストラップを
しっかり締めて下さい。
これで座席に安全に着座し
た状態になります

座席高の調整

お子様を安全に着座させる

あぶみの使用と調整

ステップ3. お子様へのフィッティングと固定
座席の準備

必要に応じて座席高を調整して下
さい
警 告：お子様を座席に座らせた
まま座席高を調整しないで下さい
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4.1 背負う前に以下の項目をチェックして下さい
a. 大人の背面長とヒップベルトが正しく調整されているかを確認して下さ
い(ステップ2を参照)
b. 座席が適切に調整され、お子様がキャリア内でしっかり固定されている
ことを確認して下さい(ステップ3を参照)
c. ショルダーベルトの片方を緩めておいて下さい。最初に肩を入れる方は
きつくフィットさせておきます
d. ヒップベルトのバックルを外して緩め、スターナムストラップのバック
ルを外して緩めて下さい

4.4 離した手を、締めてあ
るショルダーベルトに通
し、もう片方の手で座席前
のグラブハンドルを掴みな
がらキャリアを肩まで持ち
上げて下さい

4.5 片方のショルダーベルトを掴んだまま
身体を前かがみにしてお子様とキャリア
を背中で受け止めて下さい。座席前のグ
ラブハンドルから手を離し、その手を緩
めてあるショルダーベルトに通してキャ
リアを両肩で背負って下さい

4.9 スターナムストラップの
バックルをセットし、ストラップ
を引き締めて下さい。これでキャ
リアを使用する準備ができました

4.6 ヒップベルトのバック
ルをセットし、ストラップ
を引き締めて下さい

4.7 ショルダーベルト
のストラップを締め
て下さい

4.2 立ち上がってバックパネルの
方を向いて下さい。座席の前後に
ある2つのグラブハンドルを使って
キャリアを持ち上げ、少し曲げた
膝の上にフレームを乗せて下さい

4.3 子供ヘッドレスト後ろ側
にあるグラブハンドルから手
を離し、離した手でヒップベ
ルトを広げて下さい

4.8 ロードリフター
ストラップを締めて
下さい

ステップ4.安全な背負い方

追加情報
本製品を背負ったら、背中に手を回してフット
バーを折りたたんで下さい。これにより取り回
ししやすくなります
キャリアを下ろす時は、カチッとロック音がす
るまでフットバーを広げてから4.1～4.9の手順
を逆に行って下さい
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製品概要

POCO PLUS 

サイズ：ワンサイズ
容量：26リットル
重量：3.58kg
寸法：縦73cm×横40cm×奥行48cm
収納サイズ：縦76cm×横40cm×奥行29cm
最大荷重：22kg
(お子様、荷物、キャリアを合わせた重量)

BLUESIGN®認証
メインファブリック：210Dナイロンドビー

+ 消費者に最高レベルの安全性を提供
+ 人や環境に与える負荷を最小限に抑えて製造
+ 認証された化学製品と原材料から製造

Bluesign®認証ラベルの付属したファブリックとアクセサリー
は、Bluesign®基準の安全と環境への厳しい要求を満たしていま
す。これらの製品はBluesign®認証された化学製品と原材料を使
用、資源を節約し、人と環境への負荷を抑えて製造されています。
詳細はwww.bluesign.comをご覧下さい。

POCO

サイズ：ワンサイズ
容量：20リットル
重量：3.49kg
寸法：縦71cm×横40cm×奥行45cm
収納サイズ：縦74cm×横40cm×奥行29cm
最大荷重：22kg
(お子様、荷物、キャリアを合わせた重量)
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お手入れ
キャリアのお手入れにはNikwax®製品をお勧めします

通常のメンテナンス
+ 使用後はキャリアをきれいにして下さい
+ ジッパー部分はソフトなブラシを使い、中性石鹸とぬる
ま湯で洗って下さい。これによりスムーズな動きを保つこ
とができます
+ キャリアを濡らしてしまったら、保管する前に吊るして
陰干しして下さい
+ 保管する際は全てのストラップを緩めて下さい
+ 土汚れ、汗、塩、しみなどが付着したら洗って下さい

パックの洗浄
+ 荷物を全て取り出し、ブラシでゴミや埃を取り払って下
さい
+ 洗濯機を使用しないで下さい。バスタブや大きなシンク
で、中性洗剤とぬるま湯で洗って下さい
+ キャリアをやさしくすすぎ、柔らかいブラシで満遍なく
洗って下さい
+ ジッパー部分はソフトなブラシを使い、中性石鹸とぬる
ま湯で洗って下さい
+ 汚れた水を流して、冷たい真水に浸してよくすすいで下
さい。洗剤が完全に落ちるまでこの行程を繰り返して下さい
+ 風通しの良い日陰に吊るして乾かして下さい

ポコレインカバー
+ビルトインポーチに収納
+ 4点式で簡単にセット
+クリアビューウィンドウ
+反射ロゴ

取り付け方
1. セットしたサンシェードにレインカバーを被せて下さい
2. レインカバー側の2個のトグルをヒップベルト側のコードループに通して下さい
3. 2本の面ファスナーストラップをキックスタンドに固定して下さい
4. グラブハンドル付近でレインカバーをバックル締めして下さい

別売アクセサリー

お問い合わせ
製品に関するご質問や修理につきましては、弊社WEBサイトより
お問い合わせ下さい。

オスプレー日本総代理店
株式会社ロストアロー
〒112-0012
東京都文京区大塚3-4-7 茗溪ビル
tel：03-6902-2131(代表) 
e-mail：ec@lostarrow.co.jp

オスプレーパック製品保証
ご購入いただいた製品の常識的な製品寿命の期間、およびお客様が
実際に使用できる期間中に生じた原材料および製造上の不具合に対
して製品保証をいたします。原材料および製造上の不具合によって
生じたいかなる破損に対しても修理または交換いたします。弊社に
て製品の破損状況を確認した結果、その原因が通常使用において起
こりうる傷や経年劣化、酷使または事故、あるいは常識的に考えら
れる製品寿命を超えていたことによる場合は適正な料金で修理いた
します。オスプレー製品をお使いの方々に弊社のアフターサービス
を知っていただくためにも、この製品保証を忠実に実行いたしま
す。製品に問題が生じた場合は上記のカスタマーサービスにご連絡
をいただき、修理手続きのお問い合わせをお願いいたします。
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