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ポコ LT チャイルドキャリア

この度はオスプレー・ポコ LT チャイルドキャリアをお
買い上げいただき、ありがとうございます。本製品を
安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよく
お読み下さい。



警告 落下または窒息のおそれあり
本製品を使用する前にこの取扱説明書をよくお読みください。
本製品はEN 13209-1:2004、ASTM F2549-14Aに基づいてテストされています。

注意！この取り扱い説明書はよく
お読みの上、お手元に保管して、
必要に応じてご覧ください。

3日本語

耐荷重：22kg ( お子様、荷物、バックパックを合わせた重量 )

警 告：お子様が支えなしで座れない場合はキャリアを使用しない
で下さい。
警 告：体重が 7.25kg 未満または 18kg を超えるお子様には使
用しないで下さい。生後 6 カ月未満のお子様には使用しないで
下さい。
警 告：お子様をキャリアに載せたまま、そばを離れないで下さい！
警 告：キャリアに乗っているお子様の頭は、背負う大人よりも高
い位置にくる場合があります。ドアの枠や木の枝など、お子様に
ぶつかりそうな障害物に十分ご注意下さい。
警 告：極端な暑さや寒さ、長時間の日光浴などにより、お子様が
金属に触れてやけどをする恐れがあります。キャリアを使用する
際は、お子様の近くに金属が露出していないか点検して下さい。
警 告：お子様がキャリアから落下したり滑り落ちたりした場合、
深刻な怪我に繋がるおそれがあります。これを防ぐため、必ず子
供用リテンションシステムをご使用下さい。
警 告：キャリアを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。
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 警 告：キャリアをお使いになる際は、背負
う大人の方は以下のことに注意して下さい。

+ ポコ LT は一人のお子様を一人の大人が背負うように
設計されています。

+ 使用する前に必ずチャイルドキャリアを点検し、全
てのバックル、スナップ、ストラップ、調整が安全
であることを確認して下さい。

+ ご使用の前に、チャイルドキャリアに損傷がないか
必ず点検して下さい。フレームが曲がっている場合
は決してチャイルドキャリアを使用しないで下さい。
バックパックに壊れたバックルがある場合は決して
使用しないで下さい。バックパックの縫い目や布地
に切れ目、破れ、裂け目がある場合は決して使用し
ないで下さい。

+ このキャリアはレジャーに適していますが、スポー
ツアクティビティ ( スキー、サイクリングなど ) には
適しておりません。

+ チャイルドキャリアを着脱する時は十分な注意を
払って下さい。

+ 背負っている大人の方は、お子様または自身の動き
でバランスを崩すことがあります。

+ 背負っている大人の方は、前にかがんだり横に体を
曲げる際に十分に注意を払って下さい。

+ 背負っている大人の方よりも、チャイルドキャリア
内の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。お子様には適切な衣服を着せ
て、耳と顔の体温を時々確認して下さい。

+ お子様の日焼け防止にサンシェードを装着し、さら
なる防止のためには日焼け止めを塗って下さい。

+ チャイルドキャリアで背負われているお子様も疲れ
ます。ポコチャイルドキャリアを使用する際はこま
めに休憩をとって下さい。

+ チャイルドキャリアを床に置いているとき、または
背負ったり下ろしたりすときは、お子様が足をけが
をしないよう注意を払って下さい。

+ お子様がキャリア内のチャイルドシート部分に立ち
上がらないようにして下さい。
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ポコ LT チャイルドキャリア
容　量：25 リットル
重　量：2.43kg
寸　法：縦 61 × 横 34 × 奥行 37cm
収納サイズ：縦 77 ×横 34 ×奥行 10.5cm
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
+ 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。

詳しくは www.bluesign.com をご覧下さい。

製品概要



6

2

5

3

4

1

78

6 OSPREYポコ LT取扱説明書

各部の機能

1. サンシェード
専用ジッパーポケットに素早く展開、収納できるサン
シェードを内蔵。日差しからお子様を保護します。

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装備。

3. デラックスなチャイルドシート
調整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。

4. 折りたたみ式軽量フレーム
軽量ステンレス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しっかりと自立させます。フレーム
は折りたたんで運搬、保管できます。

5. グラブハンドル
安全に上げ下ろしできる丈夫なハンドルを装備。

6. ジッパーフロントパネルポケット
小物の整理に便利なキークリップ付きジッパーポケット。

7. 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 14 リットルの収納スペース。
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8. ヒップベルトメッシュポケット
キャリアを降すことなく、おやつや小物を素早く取り出
せます。

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を設
けています。

10. エアスケープサスペンション
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
背面長を 2.5cm 単位で調整でき、複数の大人で使う際
に、素早く調整することができます。

12. 収納式ハーネス & ヒップベルト
運搬時はショルダーベルトとヒップベルトをキャリア内
部に収納でき、使用時には素早くセットアップできます。
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1. ポコ LT の組み立て

1.1　ポコ LT が収納状態の場合、赤 / 白のバックルを
外して下さい。

1.2　座席上部の 2 つのハンドルを掴んで座席を開き、
キャリアを展開して下さい。
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1.3　下部ポケット上部の赤いオスバックルと、座席下
部の赤いメスバックルを接続して下さい。これで
ポコ LT は子供を背負える状態になりました。

1.4　ハーネスとヒップベルトが収納されている場合、
バックパネルカバーのジッパーを完全に開き、
バックパネル下部の収納スペースにカバーを収納
して下さい。

保管 / 運搬の際は 1 ～ 4 の手順を反対に行って下さい。
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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フィッティングしないで下さい。
ヒップベルトの調整範囲：66cm ～ 122cm
背面長の調整範囲：38cm ～ 53cm

2.1　ショルダーベルト、ヒップベルト、ロードリフター
を緩めて下さい。

2.2　キャリアを背負い、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。

2.5　キャリア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。

2.6　バックパネルとショルダーパネルの間に手を差し
込んで面ファスナーを外し、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。

ヒップベルトの調整

背面長の調整
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2.3　ヒップベルトを締めたら、ショルダーベルトを
引き締め、最後にロードリフターを引き締めて
下さい。

2.4　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 ) からショルダーヨー
ク上端までの間隔が 2.5 ～ 5cm になります。

2.7  背面長が適正になる位置で面ファスナーを押し付
けて、ショルダーヨークをバックパネルに固定し
て下さい。これで背面長は調整されました。

ショルダーベルトの調整
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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
クルを左右とも外し、チャイルドハーネスを開
いて下さい。

3.2　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。

3.5　座席を上下に調整する際には、ヘッドレストの後
ろに手を置いて、パッドが外れないようにして下
さい。

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. お子様へのフィッティングと固定
座席の準備

お子様を安全に着座させる

座席高の調整
必要に応じて座席高を調整して下さい。
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3.3　ヘッドレストの裏には、座席高を調整するための
面ファスナーが隠れています。

3.4　ヘッドレストの裏に手を差し込み、面ファスナー
を剥がして下さい。

3.8　子供用ショルダーハーネス
の左右の赤いオスバックル
を、ヘッドレストの後ろに
ある赤いメスバックルに
セットして下さい。

3.9 　左右のストラップをしっか
りと締め、ハーネスを子
供の上半身にしっかりと
フィットさせます。これで
お子様が座席に安全に着座
した状態になりました。

3.7　子供用ショルダーハーネス
のアームループにお子様の
腕を通して下さい。

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。
- 大人の背面長とヒップベルトが正しく調整されている

こと ( ステップ 2 参照 )
- 座席が適切に調整され、お子様がキャリア内にしっか

りと固定されていること ( ステップ 3 参照 )
- ショルダーベルトの片方は緩め、先に肩を入れる方は

きつくフィットさせておきます。
- 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。

4.5　ヒップベルトのバックルを繋いで、ストラップを
引き締めて下さい。

4.2　立ち上がってバックパネルの方を向いて下さい。
座席の前後にあるグラブハンドルを持ってキャリ
アを持ち上げ、膝を少し曲げてフレームを乗せて
下さい。
追加情報
もう一人、大人が手伝ってくれる場合は、キャリ
ア両側面にある水平ハンドルを使って、キャリア
を大人の背中に乗せることができます。

4.6　ショルダーベルトを引き締めて下さい。

4. 安全な背負い方
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4.3　空いている方の腕をきつく締めた方のショルダー
ベルトに通し、もう一方の手で座席前のハンドル
を握り、キャリアを肩に持ち上げて下さい。

4.7　ロードリフターを引き締めて下さい。

4.4　ショルダーベルトを持ったまま、体を前倒しにし
て子供とチャイルドキャリアを安定させるため
に背中に乗せて下さい。座席前のハンドルを離
し、空いている方の腕をショルダーベルトに通し
てチャイルドキャリアを両肩に乗せて下さい。

4.8　スターナムストラップを繋いで引き締めて下さ
い。これでキャリアを使う準備ができました。
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1　サンシェードのタグの付いたジッパーポケットを開
き、サンシェード上部のコードループを引いて取り
出して下さい。

3　バックパネル上部の左右にはトグル ( 留め具 ) が 2
個あります。またサンシェード側には、先端がルー
プ状になったウェビングが 2 本付いています。ルー
プ付きウェビングのうち 1 本を、最も近いトグルに
引き寄せます。

4　バックパネル側のトグルを、サンシェード側のウェ
ビングのループに通して下さい。左右のトグルとも
左右のループ付きウェビングのループにセットし、
サンシェードを固定して下さい。

サンシェードの収納
5　サンシェードを収納するには手順 1 ～ 4 を反対に行って下さい。
サンシェードのウェビングが子供のところで跳ねて当たらないように注意して下さい。

2　サンシェード表裏の面ファスナーと、収納ポケット
内側 2 箇所の面ファスナーを合わせ、サンシェード
の表裏に圧力をかけて固定して下さい。

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しています。サンシェードは専用ジッ
パーポケットに収納され、簡単に展開できます。
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キャリアのお手入れには Nikwax® 製品をお勧めします。

通常のお手入れ
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 点で素早くセット
・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. レインカバー下部の 2 個のトグルをヒップベルト下

部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. レインカバー中間部のバックルを、ロードリフター

ストラップの下に通して接続し、レインカバーを固
定して下さい。

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。

輸入元
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

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。

アクセサリー

お手入れ お問い合わせ
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