
モデル番号: 
• HF01-JP
• HF02-JP

重要：このマニュアルを必ず読み、
今後の使用のために保管してください。
座面カバーの下に保管してください。
他の国のECE R16または同等の規格に準拠し
た3点車両のひざと肩ベルトで使用する必要が
あります。

道路交通法は国によって異なります。特定の使
用要件がある場合があるため、お住まいの国の
法律を確認してください。

15～45kgのお子さま向け
このhifoldチャイルドシートは、15～45kg

（33～100lbs）向けです。

hifoldは、15～36kgの重量範囲のグル
ープ2-3 チャイルドシートとしてUN ECE 
R44 / 04に 承認されています。

hifoldは、体重45kg（100lbs）以下のお子さまが使用
するためのテストに成功しています。

米国：FMVSS 213に承認済み
このチャイルドシートは、自動車での使用に適用される
すべての連邦自動車安全基準に適合しています。

JP

ハイバックチャイルドシート
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取り扱いマニュアル保管場所：
取り扱いマニュアルは座面カバーの下に保管してくださ
い。

5点式ハーネスベルトを卒業し、乗車中チャイルドシート
に正しく座ることができるお子さまにのみ使用してくださ
い。お子さまが正しく座ることができない場合は、5点式
ハーネス付きのチャイルドシートを使用してください。
 

「卒業した」とは、お子さまの体重または身長がチャイル
ドシートの使用制限を超えていることを意味します。
 

「正しく座る」とは、お子さまが腰ベルトの下までずり落
ちたり、肩ベルトを腕の下や後ろへと移動させたり、前方
や横に傾いたりすることなく着席して、シートベルトが適
切な位置に留まっていることを意味します

取り扱いマニュアル
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ープ2-3 チャイルドシートとしてUN ECE 
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hifoldは、体重45kg（100lbs）以下のお子さまが使用
するためのテストに成功しています。
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このチャイルドシートは、自動車での使用に適用される
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カップホルダーアクセサリを購入するには、Carfoldio
カスタマーサービスにお問い合わせください。カスタマ
ーサービスのお問い合わせ情報の欄を参照してくださ
い。

モデル番号 製造日

座面サイド調整
ロック 保管場所ストラ

ップ

 カップホルダーアクセサリ - 一部
のhifoldモデルに含まれています。
使用については、カップホルダーの
取扱説明書を参照してください。

これらのユーザーのインストラクションとカーシート
の注意事項を守らなければ、お子さまの死亡や重傷
につながる可能性があります。

• シートベルトにねじれやたるみがないことを確認し
て、お子さまの周りのひざおよび肩ベルトをぴったり
と調整してください。

• 日常の使用中にシートのずれにより車両のドアに挟
まれるのを防ぐため、hifoldチャイルドシートと車両
のシートベルトの位置を確認してください。

• 衝突でお子さまがチャイルドシートにより守られた
後は、いかなる場合もこのチャイルドシートは使用
しないでください。

• 2点式腰ベルトのみ、または3点式腰、肩ベルトの腰
ベルト部分のみでチャイルドシートを取り付けない
でください。

hifoldチャイルドシート部品 警告 - 死亡や重傷を負う事故につ
ながることがあります
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座席位置を選ぶ

• 使用していないときでもチャイルドシートを固定し、ど
んな物体や荷物も固定してください。

• 固定されていないものは、衝突の際に怪我の原因とな
る可能性があります。

• このチャイルドシートを改造しないでください。
• 改造が原因で衝突の際に重傷または死亡に至る可能

性があります。
• 絶対にお子さまを置き去りにしないでください。
• Carfoldio LTDが承認したアクセサリと交換部品の

みを使用してください。他のメーカーのアクセサリや
部品は使用しないでください。

• チャイルドシートはシートカバーなしでは使用しない
でください。シートカバーはブースターシートに不可
欠です。

• 洗浄中にシートカバーが損傷した場合は、メーカー提
供の新しいカバーと交換する必要があります。

• チャイルドシートとシートベルトの部品は、日光の下
に置かれると非常に熱くなり、お子さまが火傷する恐
れがあります。日光の下に置くときはシートなどで覆っ
てください。

• hifoldチャイルドシートは、有効なフロントエアバッグ
のある車の座席では絶対に使用しないでください。定
かでない場合は、車のマニュアルを参照してください。

使用する座席位置を選びます：

• 進行方向に面し、3点式腰および肩のシートベル
トを備えた車の座席位置を選んでください。

警告 - 死亡や重傷を負う事故につ
ながることがあります



hifoldをお子さまに使用する前に、このセクションの手
順に従ってhifoldの高さと幅をお子さまに合うように調
整する必要があります。
注意：折りたたみ式の開閉部分が多く
あります。指などを挟み込まないよう、
開閉する際は十分にご注意ください。
1. チャイルドシートを広げる

a. ストラップから外したら、
ヘッドレストの上端をつか
み、hifoldの背もたれが直立
して位置が合うまで上方に
持ち上げます。①

b. ヘッドレストと背もたれが垂直になると、垂直位置
に固定されるときにカチッという音がします。②
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使用前の準備
c. カチッと音がして安定してロ

ックされるまで、背もたれのサ
イドパネルを開きます。③.

d. 背もたれのサイドパネルでは、
背もたれの折りたたみロック
ボタンがサイドパネルの上部
に突き出てロックされます。 
④

e. カチッと音がして安定してロ
ックされるまで、ヘッドレスト
のサイドパネルを開きます。 
⑤

初期設定



a. 座面サイド/腰ベルトガイド - 
座面の下側にある座面サイド
ロック①を引いて、座面/腰ベ
ルトガイドを最大幅に調整し
ます。次に、お子さまの太もも
に触れないなるべく近い位置
に調整します②。

b. 背もたれサイド - 背もたれサ
イド調整ノブのロック①を押
してシートバックサイドを最
大幅に調整し、取っ手を反時
計回りに回して背もたれサイ
ドを動かします②。
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a. ヘッドレストサイド - ヘッドレ
ストの上部にあるボタン①を
押して、サイドパネルを外側に
動かします②。

b. ヘッドレストと背もたれの高
さ - ヘッドレストの真下、背
もたれの中央にある布製フラ
ップ①を持ち上げます。レバ
ー②を握って上向きに回転さ
せ、ヘッドレストの肩ベルトガ
イドがお子さまの肩の近く③
にくるまで背もたれを上下さ
せます。適切な高さになった
ら、レバーと背もたれを所定
の位置にロックします。

2. hifoldチャイルドシートを以下の説明に従って高さと
幅を最大にまで調整する

お子さまに合わせたサイズ調整
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1. チャイルドシートにお子さまを座
らせ、腰と背中の上部を接触させ
ます。背もたれ、下半身が背もた
れの前方にある状態にならないよ
うにします。

2. 座面/腰ベルトガイドをお子さま
の太ももの隣の位置に調整しま
す。 6ページの「お子さまに合わ
せたサイズ調整」の手順をご覧く
ださい。

3. シート背面の幅をお子さまの肩
の近くに調整します。「使用前の
準備」セクションの手順を参照し
てください。

4. ヘッドレストサイドの幅を調整し
て、お子さまの頭に近づけます。「
使用前の準備」セクションの手順
を参照してください。

5. 車のシートベルトでお子さまを固
定します。
a. 車の肩および腰ベルトをお子

さまの前に引き、シートベルト
バックルに接続します。

b. 車のシートベルトを両方の座
面サイドの腰ベルトガイドに通
し、引っ張って腰ベルトからた
るみを取り除きます。①

お子さまを乗せる、保護
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6. a. ベルト全体をヘッドレスト下 
側のスロット後方②にスライ 
ドさせて、車の肩ベルトをお 
子さまの胸部から肩 
ベルトガイドに 
入れ、赤いスロ 
ット③を覆い 
ベルトをフラッ 
トにします。

 b. ベルトがねじれて 
いないことを確認してください。

7. ヘッドレストの高さを調整して、 
肩ベルトガイドをお子さまの肩 
の真上に配置し、肩ベルト全体 
がお子さまの肩に付くようにし 
ます。

8. 斜めがけベルトをお子さまの体
に通し、斜めがけベルトがベース
のサイドパネルベルトガイド①の
外側を通過するようにします。

 腰のシートベルトを、両側の赤い
腰ベルトガイドに通します②。

9. 車の腰ベルトがしっかりと足の
付け根にあり、シートベルトにた
るみやねじれがないかを確認し
ます。

お子さまを乗せる、保護
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1. 車のシートベルトを外します。

2. 座面サイドの腰ベルトガイドからベルトを引き出
します。

3. お子さまからベルトを外します。

4. お子さまをチャイルドシートから取り外します。

お子さまのおろし方：
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お子さまをおろす

hifoldチャイルドシートのたたみ方

hifoldチャイルドシートのたたみ方

hifoldチャイルドシートを使用しないときは保
管しやすいコンパクトなサイズに折りたたむこと
ができます。

hifoldブースターシートを保管する：

1. ヘッドレストサイドの調整 - ヘッ
ドレストサイド調整ロック①を押
し、ヘッドレストサイド②を最も狭
い調整位置に調整します。 

持ち運び.保管：

2. シートの背面を最も狭い位
置①②に移動させます。

3. 座面サイドの調整 - 座面サ
イドロック①を前方に引き、
最も広い位置②にスライドさ
せます。

4. 背もたれの高さを最も低い
位置まで下げる - 背もたれ
中央にあるファブリックフラ
ップをヘッドレストの真下①
に持ち上げます。

 レバーを握り、上向きに回転
させます。②

 背もたれの高さを一番低い
位置③まで下げます。
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hifoldチャイルドシートのたたみ方

7. ヘッドレストをたたむ – ヘッド
レストタブ①をつまんでヘッド
レストを後方に回転②させま
す。

8. ヘッドレストサイドを折りたた
む –ヘッドレストサイド折りた
たみロックを押して内側に回
転させます。①②

9. 折りたたんだ hifoldにストラ
ップを巻きつけて固定します。

5. シートを折りたたむ -
 背もたれ折りたたみロックのボ

タン①を押し、ロックを押し下げ
て②背もたれサイドを内側に回
転させます③。

6. 背もたれをたたむ – 背面下部
のロック①を外してシートを前
に倒します。必要に応じて、下部
のサイドパネルを外側に調整し
てコンパクトにします②。
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30º

その他の情報 シートカバーの取り外しとお手入れ

• 航空機での使用 - このチャイ
ルドシートは航空機での使用は
認められていません。

お手入れと洗濯について：

シートカバー（洗う前に取り外す必要があります）
ファブリックシートカバーは、冷水で洗濯機で洗
えます。絞ったりタンブラー乾燥はしないでくださ
い。漂白剤なし。吊り干し。アイロン掛け禁止。

チャイルドシートのプラスチック部と本体：
プラスチック製のシート表面と本体は、石鹸水を
使用して拭き取ることができます。石鹸を取り除く
ためにきれいな水を使用して拭いてください。



お手入れのためにシートカバーの取り外す：

注意：カバーは、ヘッドレスト、背もたれ、座面の
3つのセクションで構成されています。各セクション
には、中央と2つのサイドセクションが含まれます。
はじめにヘッドレスト①背もたれ②次に座面③の
順に外してください。

ヘッドレストカバーの取り外
し方：
• ヘッドレストサイドカバー

を取り外します。最初に後
部上部の角からはじめ、ヘ
ッドレストサイドカバーを
本体の上から引っ張り、前
と下部も同様にします。

• 上部中央部分を引っ張っ
て本体から取り外し、次に
下部の縁を外します。元に
戻すには、このプロセスを
逆に行います。

12
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シートカバーの取り外しとお手入れ
背もたれカバーの取り外し方：
• ヘッドレストカバーと同様

に、本体からはがしてサイ
ドパネル部分を取り外し
ます。中央部を解放するに
は、前方に引き、プラスチッ
クの背もたれから弾性ル
ープ（両側に4つ）を外しま
す。②

• 元に戻すには、このプロセ
スを逆に行います。
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シートカバーの取り外しとお手入れ カスタマーサービス情報
座面カバーの取り外し方：

• 最初に座面サイドの部分を本体
からはがして、座面サイドカバー
を取り外します。

• カバーを引っぱり続け、本体から
外します。

• 片側から始めてカバーの端を引
き出し、座面カバーを座面の前
面から引き出します。

• カバーを背部の座面に取り付け
るループと座面が背部に接触す
る両側の弾性ループのフックを
外します。

Carfoldio Ltd.
Unit 2407, PO Box 6945,
London, W1A 6US, England, U.K.
電話：+81(0) 34-520-2809

 sc-accounts@risingsuncommerce.co.uk

 facebook.com/mifold
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特許

その他の情報
保証：

Carfoldioでは、子供向けの革新的で高品質な製品
を製造しています。この製品には、最初の購入日から
1年間、製造時に存在する材料および仕上がりの欠
陥がないことを保証します（購入の証明には販売レ
シートが必要です）。限定保証中にそのような欠陥
が発見された場合、期間中は、当社の唯一の選択に
より、無料で製品を修理または交換します。

この限定保証は、誤用、設置、保守、使用に関する指
示に従わなかった場合の乱用、乱用、改造、事故へ
の関与、および通常の摩耗による損傷には適用され
ません。.

この限定保証は排他的であり、商品性または特定の
目的への適合性の明示的な保証を含むがこれらに
限定されない、書面または口頭による他の保証の代
わりです。市場性または特定の目的への適合性の黙
示の保証を含む、黙示の保証の期間は、明示的にこ
の限定保証期間に限定されます。

一部の州およびその他の国では、黙示的な保証の継
続期間に制限を設けていません。したがって、上記の
制限および除外が適用されない場合があります。

保証サービスについて：

ヨーロッパおよびその他の地域：

メール： sc-accounts@risingsuncommerce.co.uk
電話： +81(0) 34-520-2809
Carfoldio Ltd. 
Unit 2407, PO Box 6945,
London, W1A 6US, England, U.K.

この革新的な製品は、さまざまな特許および意匠登
録によって保護されています。
   IL.......230153 
   US.....9,376,088 (B2)
   EP......2855214 (B1)
   KR.....101626285 (B1)
   RU......201850188
   CN......104640748 (B)
   ZA......201409040 (B)
   CA......2874810 (C)
   ES......2646918 (T3)
   JP.......6388132 (B2)
   IN.......2967KON2014 (A)

その他の特許は申請中です。



モデル番号: 
• HF01-JP
• HF02-JP

重要：このマニュアルを必ず読み、
今後の使用のために保管してください。
座面カバーの下に保管してください。
他の国のECE R16または同等の規格に準拠し
た3点車両のひざと肩ベルトで使用する必要が
あります。

道路交通法は国によって異なります。特定の使
用要件がある場合があるため、お住まいの国の
法律を確認してください。

15～45kgのお子さま向け
このhifoldチャイルドシートは、15～45kg
（33～100lbs）向けです。

hifoldは、15～36kgの重量範囲のグル
ープ2-3 チャイルドシートとしてUN ECE 
R44 / 04に 承認されています。

hifoldは、体重45kg（100lbs）以下のお子さまが使用
するためのテストに成功しています。

米国：FMVSS 213に承認済み
このチャイルドシートは、自動車での使用に適用される
すべての連邦自動車安全基準に適合しています。

JP

取り扱いマニュアル
取り扱いマニュアル

保管場所
（座面カバー下）
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取り扱いマニュアルは今後の使用のために保管してください
座面シートの下に保管してください。

製造.販売元： 
Carfoldio Ltd.

www.mifold.com

Made in China
© 2020 Carfoldio Ltd.

Carfoldio™ and hifold® 
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of Carfoldio Ltd.


