
エルゴベビー・ベビーウエストベルト 
取扱説明書

Ergobaby Baby Waist Belt  
Instruction Manual

● ベビーウエストベルトは新生児から 24カ月が適用範囲です。4カ月まではイ
ンファント インサートをベビーキャリアに併せて使用してください。適用
範囲と詳しい使い方はインファント インサートの取扱い説明書をご確認く
ださい。
Use Baby Waist Belt for infant up to 4 months with Ergobaby Infant Insert and 
4-24 months without the Infant Insert. (Please refer to Infant Insert instruction 
manual for more information on ages and stages of usage).

● ベビーウエストベルトはエルゴベビー社製ベビーキャリア専用品です。単独
での使用や他の製品には使用しないでください。
Only for use with Ergobaby carries. Not to be used with other products.

● キャリアアタッチメントがベビーキャリアのウエストベルトに確実に取り付
けられていることを確認してから使用してください。
Before use, make sure Carrier attachment is securely attached to the Carrier.

● ベビーウエストベルトはお子さまのウエスト位置に装着してください。それ
以外の場所に装着しないでください。
Baby Waist Belt should wrap around baby's waist and not other body parts.

● ベビーウエストベストのバックルを留める際は、お子さまをしっかりと支え
てください。
Hold baby securely when buckling Baby Waist Belt and attachment.

● ベビーウエストベルトのバックルは、正しく留めて使用してください。
Hold your baby securely while attaching the Baby Waist Belt to the baby and 
while attaching Baby Waist Belt to the carrier.

警告 Warning

各部の名称
Part names

ベビーウエストベルトの長さを調整する
How to adjust Baby Waist Belt length

キャリアアタッチメントをつける
How to attach Carrier attachment

安全上のご注意
Safety Instructions

点検
Check Before and After Every Use

保管・お手入れ
Cleaning and Maintenance

対象
Ages and Stages

キャリアアタッチメントをはずす
How to dismount the Baby Waist Belt strap

ループ
loop

バックル
buckle

ベビーウエストベ ルト　Baby Waist Belt

キャリアアタッチメント　Carrier Attachment

●短くする　To Be Shorter

●長くする　To Be Longer

図の方向にストラップのあまりを引きます。

Pull the end of the strap.

アジャスターを起こして図の方向に引きます。

Push back the strap end inside buckle and pull the other side of the 
strap.
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1
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ループにキャリアアタッチメントを通し、図の位置のスナップを
留めます。

Snap the baby waist belt carrier attachment to the carrier front loop.

図の位置のスナップをはずします。

Unbutton snaps.1 1
エルゴベビー・ベビーキャリア ３ポジション
Ergobaby 3-Position Baby Carriers

エルゴベビー・ベビーキャリア ３ポジション
Ergobaby 3-Position Baby Carriers

エルゴベビー・360 ベビーキャリア
Ergobaby 360 Baby Carriers

エルゴベビー・360 ベビーキャリア
Ergobaby 360 Baby Carriers

1

ループ
front loop

ループ
front loop
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2グレーのスナップ
Gray snaps

ブラックのスナップ
Black snaps

ブラックのスナップ
Black snaps

ブラックのスナップ
Black snaps
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使用前に以下の項目を点検してください。

 バックルが破損していない。

　  All hard components are free of damages and defects.

 ストラップや生地に破れ、ほつれ、キズがない。

　  Fabrics and webbings are free of tear and defects.

● 本製品は、直射日光、高温多湿な環境を避けて保管してください。
Keep Baby Waist Belt away from direct sunlight.

● 弱モード、冷水で、中性洗剤を用いて洗います。
Use mild detergent when washing.

● 蛍光増白剤入り洗剤、塩素系漂白剤は使用しないでください。
Do not use detergents with bleach, perfumes, and chlorine.

● ベビーウエストベルトは新生児から 24カ月が適用範囲です。4カ月まで
はインファント インサートをベビーキャリアに併せて使用してください。 
Use Baby Waist Belt for infant up to 4 months with Ergobaby Infant Insert and 
4-24 months without the Infant Insert.
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IMPORTANT: KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

品質規定
Warranty
＊本規定はお客さまの法律上の権利を制限するものではございません。

対象
本規定は、エルゴベビー日本正規総代理店　株式会社ダッドウェイにより輸入された
日本正規品に対して有効です。

保証期間
本製品をお客さまが購入店よりお買い上げいただいた日から起算して １年間の製品
保証をいたします。
購入の記録が必要になりますので、購入レシートは大切に保管してください。

保証内容
お客さまが本取扱説明書に準じて適正に使用、お手入れしていたにも関わらず、本製
品に不良が発生した場合には、保証期間内において無償でのアフターサポートを行い
ます。

保証の適用
 ● 本保証は日本国内でのみ有効です。
 ● 本製品の使用開始をもって、本保証規定に同意いただいたものとみなします。

The ERGO Baby Carrier, Inc. warrants its products against defects in materials and 
workmanship. We stand behind all our products and will either repair or replace, free 
of charge during the first 12 months after purchase, any Ergobaby™ product that is 
defective. Proof of purchase is necessary and product must be returned for warranty 
service. Should you have a warranty claim, please contact Ergobaby Customer 
(DADWAY).



インファント  インサート と使う
How to use Baby Waist Belt with Infant Insert (sold separately)

ベビーウエストベルトを装着する
How to use Baby Waist Belt without Infant Insert

ベビーキャリア、インファント  インサート と使う
How to Use Baby Waist Belt with Ergobaby Carrier (sold separately)

チェックと調整
CHECK BEFORE USE

ベビーウエストベルトを広げます。

Place the Baby Waist Belt flat on a table.1

ループ
loop

ループ
loop

バックル
buckle

バックル
buckle

バックル
buckle

T I P S

ループ

使用の際は、ゆとりを持たせた
状態で装着してください。

Do not tighten the belt too 
much.

T I P S

2 ベビーウエストベルトをお子さまのウエストに装着し、バックルを
ループに通します。

Place the Baby Waist Belt around baby's waist. Slide the buckle into 
the loop.  You can keep the strap at longer length to help with the 
loading.
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ベビーウエストベ ルトの
ストラップのあまりを、
ループの外に出します。

Pull the end of the Baby 
Waist Belt strap.

ベビーウエストベルトをスワドルストラップの位置に合わせて置
きます。

Position the Baby Waist Belt in the infant insert.
1 2 インファント  インサートにおしり側からお子さまを乗せ、ベビー

ウエストベルトをお子さまのウエストに装着し、バックルをループ
に通します。

Position the baby in the infant insert and place the Baby Waist Belt 
around baby's waist. Slide the buckle into the loop.  You can keep 
the strap at longer length to help with the loading.
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T I P S

ループ

使用の際は、ゆとりを持たせた
状態で装着してください。

Do not tighten the belt too 
much.

T I P S

ベビーウエストベ ルトの
ストラップのあまりを、
ループの外に出します。

Pull the end of the Baby 
Waist Belt strap.

ループ
loop

ループ
loopバックル

buckle

お子さまを抱きあげ支えます。お子さまを片手で直接支えながら、
ベビーウエストベルトのバックルをキャリアアタッチメントに留
めます。スナップを留めます。

Hold baby tight against you on your side (with or without the 
Infant Insert), supporting him from the back and the bottom 
with one arm, and buckle the Baby Waist Belt into the Carrier 
Attachment. Fasten the snaps to close the Baby Waist Belt buckle 
sleeve.
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インファント インサート は別売りです。

Infant Insert - sold separately

首が完全にすわるまではインファント インサートを使用してくだ
さい。

The Infant Insert must be used with babies between 7 and 12 lbs. 
Infants more than 12 lbs but younger than 4 months or without 
strong and consistent head and neck control must continue using 
the Infant Insert.

ベビーウエストベルト
Baby Waist Belt

キャリアアタッチメント
Carrier Attachment

バックル
buckle

キャリア 
アタッチメント
Carrier Attachment

 バックルが留まっている。 
  Buckles are properly secured.

 キャリアアタッチメントのスナップが留まっている。 
  All snaps are securely fastened.

 お子さまの手脚がストラップ・ベルトなどにはさまっていない。 
  Baby's arms and legs are not stuck in Baby Waist Belt.

ベビーキャリア、インファント 
インサート は別売りです。

Baby Carrier and Infant Insert - 
sold separately

お子さまを片手で直接支えながら、反
対側の手でベビーキャリアをお子さま
の背中にかぶせます。ベビーキャリア
の詳しい使用方法、対面抱き以外の抱
き方については、ベビーキャリアの取
扱い説明書をご確認ください。

Pull up the carrier’s back panel with the 
other hand, contouring around baby’s 
back from the bottom to the top. Refer 
to detailed Baby Carrier Instruction 
Manual for how to buckle the Baby 
carrier and for the different carry 
positions.
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ベビーウエストベルトのバックルを留めて
から、スナップを留めて、お子さまに直接
バックルが触れないようにしてください。

Fasten snaps after  buckl ing.  Buckle 
the Baby Waist  Belt  into the Carr ier 
Attachment. Snap on the Baby Waist Belt 
buckle sleeve for baby’s and your comfort.

T I P S

お子さまの背中とおしりを支えて、正面でお
子さまを抱きます。

Switch baby on your front while supporting 
him from the back and the bottom.
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お子さまの背中とおしりを支えて、正面でお
子さまを抱きます。インファント インサート
の底面をベビーキャリアのウエストベルトの
上端の高さに合わせます。

Switch baby with Infant Insert on your front 
while supporting him from the back and 
the bottom. The bottom of the Infant insert 
should be aligned with the top of the Carrier’s 
Waist Belt.
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新生児対面抱き
（ ベビーキャリア、インファント  インサート）

Front Inward with Infant Insert

対面抱き
（ ベビーキャリアのみ）

Front Inward without Infant Insert


