
the Grab-and-Go Booster®

適用条件：体重15kg以上 36kg以下のお子さま
汎用型：質量グループ2,3
（年齢の目安として 3才～ 11才頃）
※年齢はあくまで目安です。年齢が上記条件を満たしていても、
　体重の条件を満たしていないお子さまにはお使いになれません。
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欧州安全基準 ECE R44.04に適合
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取扱説明書



お使いいただく前に
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このたびは、マイフォールドをお買い上げいただき、
ありがとうございます。お子さまの安全のため、ご使
用前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、十分ご
理解いただいた上で正しくご使用ください。

 

表示について  
 

取扱説明書保管スロット

目次

本取扱説明書をお読みいただく際に、より十分なご理解を
いただくため、製品を見ながらお読みいただくことをお勧
めします。またご使用前に自動車の取扱説明書をご覧いた
だき、シートベルトの種類やご使用方法などご確認くださ
い。本取扱説明書は、下図の本体取扱説明書保管スロット
に入れ、大切に保管してください。
※本体お手入れ時には保管スロットから取り出してください。
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本書では、安全に正しくお使いいただくため、［危険］［警告］
［注意］の表示で説明しております。
本重要事項が守られなかった場合に予想される危害・損害
の切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容
です。必ずお守りください。

危険

表示 表示の内容

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を
負う危険が切迫して生じることが想定される内容
です。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を
負う可能性が想定される内容です。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、
物的損害が起こる可能性が想定される内容です。
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シートベルトの種類と使用上の注意

取り付けできない座席

本製品は、UN/ECE規則 R16 または他の同等の基準に
基づいて認可された３点式シートベルトが装備された自
動車の座席でご使用ください。（日本国内で登録されてい
る自動車は、ほぼこの規則に適合）

●シートベルトの付いていない座席
●2点式シートベルトの座席
●進行方向に対して横向き、または後ろ向きの座席
●エアバッグ装備の座席
●座席のシート部の凹凸が極端で、
本製品を取り付けた時に不安定
になる座席

安全にお使いいただくために

危険

2点式シートベルトとは

●必ず3点式ベルトの座席に取り付けてください。
●2点式ベルトの座席では絶対に使用しないでく
ださい。本来の機能を果たさず、大変危険です。

危険

警告

●適用条件に合わないお子さまや、取り付けでき
ない座席などでは使用しないでください。
●自動車のシートベルト及び座席の種類などによ
り、取扱説明書とおりにしっかり固定できないと
きは使用しないでください。
●エアバッグ装備の座席では、本製品を使用しな
いでください。衝突時、エアバッグの作動により
大きな衝撃を受け危険です。
●お子さまを座らせたときには、シートベルトが正
しい位置で調節されていることを確認してくだ
さい。
●自動車に取り付けるときは必ず自動車のシート
ベルトで固定してください。ひもなどシートベル
ト以外のもので固定しないでください。
●事故などの緊急時は、保護者の方がシートベル
トをはずし、速やかにお子さまを車外に脱出さ
せてください。

●肩ベルトガイドストラップがお子さまの首に巻
きつかないように、ご注意ください。
●お子さまが座っていない時は、本製品を車内に
放置せず、安全な場所に収納してください。急ブ
レーキをかけた際など、運転者や同乗者にぶつ
かることがあり、大変危険です。
●本製品のご使用前には、各部に破損箇所や傷が
ないことを確認した上で、ご使用ください。
●お子さまを本製品に乗せたまま車から離れたり
車内で一人だけにしないでください。
●本製品を振り回したり、投げたりしないでくださ
い。製品の破損等により、本体の機能を損なう
ばかりでなく、周囲の人たちに思わぬ怪我をさ
せることがあります。

肩ベルトがなく、腰ベルトの左右２点
で体を支えるシートベルトのこと。

3点式シートベルトとは
腰ベルトの左右と、肩ベルトの3点で
体を支えるシートベルトのこと。

NO
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1

お子さまのサイズに合わせた本体の調整

腰ベルトガイド解除ボタンを図のようにスライドさせ、左右
の腰ベルトガイドのロックをはずします。腰ベルトガイドを
ロックさせるためには、腰ベルトガイド解除ボタンを離して
ください。

ご使用にならず収納する場合は、図のように肩ベルトガイド
ストラップが本体から離れないようにしてください。

 
 

 

 

注意

●直射日光に当てないでください。本製品が熱を
持ち、火傷の危険があります。
●本製品を改造しないでください。
●改造した自動車のカーシートやシートベルトに
は使用しないでください。
●肩ベルトガイドストラップが濡れた状態でご使
用にならないでください。
●自動車の座席にクッションや座布団などを敷い
たまま、本製品を取り付けないでください。本製
品がしっかり固定されません。

本製品は、交通事故などの場合にお子さまの傷害を
軽減することを目的としており、必ずしも事故からお
子さまを無傷で守るものではありません。

ご使用前の準備

動画でもご参照頂けます。
QRコードを読み取りアクセスして
ください。
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腰ベルトガイドの長さをお子さまの腰の幅に
一番近い３段階のいずれかで合わせます。

図のように、必ず肩ベルトガイドの位置がお子さ
まの肩の高さに合っており、肩の中央にあること
を確認してください。

肩ベルトガイドストラップのバックルを外し、肩ベルトガイド
の位置がお子さまの肩の位置に合うようにストラップの長
さを調節してください。



1312

2

3

1

シートベルトとの取り付け 

本体のシートを開き、座席の背に当たるように置きます。
お子さまを深く、腰が座席の背面につくようにシートに乗せ
ます。この際、図のようにシートが平らで、座席の背まで当た
っていることをご確認ください。

左右の腰ベルトガイドがお子さまの腰の幅に合っており、
しっかりとロックされているか確認してください。

腰ベルトを腰ベルトスロットの中に差し込みます。左右とも
にスロットに腰ベルトをしっかりと差し込み、シートベルト
のバックルをとめます。

使い方
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肩ベルトガイドストラップをお子さまの背中からまわし、
肩ベルトガイドクリップを開き、肩ベルトに差し込み、クリッ
プを閉じます。

左右のスロットに腰ベルトがしっかりと差し込まれているか、
シートベルトのバックルがとまっているか、ご確認ください。
また、肩ベルトガイドの位置がお子さまの肩の高さに合って
いるか、肩の中央にきているか、ご確認ください。

肩ベルトが、腰ベルトスロットに入っていないことを
ご確認ください。

7

シートベルトのねじれやゆるみがなく、お子さまの体にフィッ
トするように、腰ベルトと肩ベルトを調整してください。また、
お子さまの腰が座席の背に当たるように深く座り、腰ベルト
が腰骨の位置にあるか、確認してください。
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本体、肩ベルトガイドストラップのお手入れ方法 製品仕様

保管のしかた・廃棄のしかた

通常は、固く絞った布で水拭きしてください。汚れがひど
い場合は、中性洗剤を水で薄めた液で汚れを落としてか
ら水拭きし、日陰で乾燥させてください。

［体重15kg以上36kg以下］の条件を満たさないお子さ
まには絶対に使用しないでください。

 
 

 

警告
●中性洗剤を原液で使用したり、ガソリン・ベンジ
ンなど有機溶剤の使用はおやめください。本体
および肩ベルトガイドストラップをいためるおそ
れがあり危険です。

注意 ●アイロンはご使用にならないでください。

 
 

幅23.5cm×奥行12cm×高さ4.5cm
（本体折りたたみ時）

シート部：EVA
ハードカバー部：ポリプロピレン
腰ベルトガイド・肩ベルトガイド：POM
肩ベルトガイドストラップ：ポリプロピレン
腰ベルトガイド金属部：鉄

約700ｇ

本　　　体：長期間使用しないときは自動車からおろし、直射日光が
あたらず風通しがよい、お子さまの手の届かない場所に
保管してください。

取扱説明書：保管スロットに収納してください。

保管のしかた

お住まいの各自治体の規定にしたがい処分、廃棄してください。

廃棄のしかた

製品サイズ

製品重量

材質
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製品及びご使用に関してご不明な点は、
以下にお問い合わせください。

mifold日本正規総代理店
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