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スマートキッズベルト
取扱説明書

携帯型子ども用シートベルト

本製品はUN（ECE）R44/04に適合した商品です。
●● 汎用型（ユニバーサル）：グループ II●&●III
●● 適応体重：15kg 以上〜36kg 以下の子ども
●● 目安年齢：3〜 12歳
●● 本製品はUN(ECE)R16または、同等の基準で認可された３点式シート
ベルトを装備した自動車のみに適しています。

ECE R44.04
UNIVERSAL

SMART KID BELT
15-36kg

44R-04 4013
GROUP II-III

E20

年少者用補助乗車装置（ベルト型幼児用補助装置）
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お使いいただく前に

安全上のご注意
本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、
必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

警告 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または
重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。

危険
この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡また
は重傷などを負う危険が差し迫って生じることが想定される」
内容を示しています。

注意
この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う
可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内
容を示しています。

してはいけない「禁止」
内容です。

必ず実行していただきた
い「強制」内容です。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

本製品を、以下の座席またはシートベルトに装着しない。
急な方向転換、突然の停車により、お子様が死亡また
は重傷を負うおそれがあります。

●ドアから出ているシート
ベルト

● 2 点式のシートベルト

危
険

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。
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● 進行方向に対して横向き、または後ろ向きの座席

● 電動式のシートベルト

本製品を体格条件に合わないお子様に使用しない。
本製品を適切な位置に装着できない場合は、使用しない。
急な方向転換、突然の停車により、お子様が死亡または
重傷を負うおそれがあります。

適応体格条件
体重：15kg 以上〜36kg 以下●●●●目安年齢：3〜 12歳

ただし、条件内であってもお子様の体格によっては本製
品を適切な位置に装着できないことがあります。

本製品を車の肩と腰のシートベルト以外に装着して使用
しない。

シートベルトにねじれや緩みがなく、ベルトがお子様の
体にフィットしていることを確認する。
ねじれや緩みがあるままお使いになると、ベルトがからま
り、思わぬ事故や重傷を負う原因となります。

お子様の骨盤が確実に拘束されるように必ず腰のベルト
を低く下げて着用する。

危
険

警
告



お使いいただく前に（つづき）
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シートベルトがお子様の首、頭、または顔にかかってい
る場合は、お子様を深く座り直させるか、上側のクリッ
プ位置を下げる。
正しい位置にシートベルトがかかっていないと、思わぬ事
故や重傷を負う原因となります。

本製品を装着時に何らかの事故が発生した場合は、損傷
の有無にかかわらず本製品を交換する。
事故は、本製品に目に見えない損傷を与えていることが
あります。
そのまま使用すると、重傷を負う原因となります。

車両から離れる場合は、本製品を使ってお子様を座席に
座らせたままにしない。

以下の場合は使用しない。
•● 本製品を改造している場合
•● 他の製造業者の供給する装飾品等の部品を使用して
いる場合

•● 本製品の部品が損傷したり欠けたりしている場合
•● シートベルトが切れていたり、すり減っていたり、損
傷している場合

•● 製造から8年を超えているもの（製造週の確認につ
いては6ページを参照ください）

本製品が正しく機能できなくなり、重傷を負う原因となり
ます。

本製品の中古品は使用しない。
部品の劣化または損傷により重傷を負う原因となります。

お手入れに中性洗剤の原液、ガソリン・ベンジンなど有
機溶剤は使用しない。
部品の劣化または損傷により重傷を負う原因となります。

警
告
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お子様の手の届かない場所に保管する。
思わぬ事故やケガをする原因となります。

衝突の際に傷害の原因になる恐れのある荷物やその他
物体は適切に固定する。

注
意

警
告

●●本製品は正しく使用することにより、お子様が重傷を負う危険性、
死亡する危険性を小さくすることができますが、ケガの防止を
保証するものではありません。

●●本製品は、本取扱説明書と自動車のマニュアルの内容を十分に
理解された上で、ご使用ください。本製品を他の方に貸す場合
には、必ず本書も添付してください。

●●本製品は、日本国内の安全基準および道交法に適合しています。
●●本製品は、航空機で使用できません。

使用上のご注意

お手入れ方法
通常は水で湿らせた布で拭きとってください。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ます。その後、水拭きしてから乾拭きします。
アイロンをかけたり、中性洗剤の原液やガソリン、ベンジンなどの有機溶剤は使
用しないでください。
保管方法
長期間使用しないときはシートベルトから取り外し、直射日光が当たらない風通
しの良い場所に保管してください。
廃棄方法
廃棄するときは、廃棄する地域の行政、自治体の指示に従い、適切な方法で廃
棄してください。

本製品を直射日光の当たる場所に放置しない。
部品の劣化または損傷により重傷を負う原因となります。
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ベルト裏側

各部の名称と付属品

下側クリップ
（タグ側）

上側クリップ
（ベルトロック側）

タグ

アジャスター

ベルトロック

● 取扱説明書（本紙）×1

● 収納専用ポーチ×1

● 本体×1

ベルト

製造週※

※		製造週は以下の書式で	
書かれています。

数字 6 桁 /WW/YY
YY：製造年（西暦の下 2桁）
WW：その年の製造週

例）「05956/27/19」
→ ●2019 年の第 27週め（7
月の第 1週目）に製造さ
れたものです。
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各部の名称と付属品

クリップの使い方

❶

❶

❶ 

❷

❷

❷ 

シートベルトロック

ロック

クリップ

クリップ

ロック、クリップの順に開き
ます。

1

2 本製品をシートベルトから
外します。

2

1

シートベルトをはさみ、 
クリップ、ロックの順に 
閉じて固定します。

ロック、クリップの順に開き
ます。

シートベルトに取り付けるとき

シートベルトから取り外すとき
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姿勢を正した状態でお子様を座席に座らせ、シートベルトを通常
どおり装着します。

1

装着方法

2 下側のクリップを、シートベルトの
腰ベルトに固定します。

3

上側のクリップを肩ベルトに固定します。

上側クリップがお子様の肩のすぐ真上
位置にくるように、アジャスターで 
ベルトの長さを調整します。

4

● 短くしたい場合
● アジャスターを持って、裏側の
ベルト端を下に引っ張ります。

● 長くしたい場合
● 下側クリップを持って、アジャス
ターを引き上げます。

●●お子様はシートベルトアンカーの近くに座らせてください。
●●本製品は、3点式シートベルトが装備された後部座席でご
使用ください。

●●クリップはお子様の腰とシート
ベルトアンカーの間に取り付け
てください。

●●固定方法は7ページを参照
してください。

アジャスター

●●固定方法は7ページを参照
してください。

ベルトはねじれや緩みがない
ように調整してください
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2

3
4

 ● 本製品を体の前に取り付け
ないでください。

走行中はお子様がずり落ちないよう、ときどきお子様の座席位置
を確認してください。

装着イメージ
シートベルトが首、頭、顔に 
かからないようにする
かかってしまう場合は、お子様
を深く座り直させるか、上側の
クリップ位置を下げてください。

シートベルトにねじれや緩みが
ないようにする

シートベルトをお子様の体に
フィットさせる

上側クリップが肩のすぐ真上
（図の点線位置付近）に取り
付けられている

1

 ● シートベルトは腕の下を通
さないようにしてください。
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原因 対処方法

クリップのロックが
不完全。

クリップは確実にロックしてください
（→ 7ページ）。
クリップを開けて中に異物がはさまっていない
か確認してください。

クリップの材質が
劣化している。

製造日から8年以上経過している場合は、新
しいものと交換してください。
製造日は本体のベルトのタグに記載されてい
ます。（→ 6ページ）

他の製造業者の供
給する装飾部品を
利用している。

装飾部品を取り外してください。

こんなときは

本製品がうまく装着できないなど、不具合なことが起きましたら下記
の内容をお調べください。

原因 対処方法

上側のクリップ位
置が高すぎる。

アジャスターでベルトの長さを調整し、上側
のクリップ位置を下げてください
（→ 8ページ）。

お子様の座り方が
浅い。 お子様を深く座り直させてください。

お子様の身長が低
すぎる。

本製品の適応体重は 15kg 以上〜 36kg 以
下、目安年齢は3〜 12歳です。お子様の体
格が条件に満たない場合は、チャイルドシー
トなど他の補助装置をご利用ください。

クリップがシートベルトにうまく固定できない

シートベルトが首、頭、または顔にかかる
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原因 対処方法

本製品が装着でき
ないタイプのシー
トベルト。

本製品は以下のシートベルトには使用できま
せん。
•●2 点式のシートベルト
•●ドアから出ているシートベルト
•●電動式のシートベルト

原因 対処方法

シートベルトが緩
い。

シートベルトの位置を調整してください。
必要に応じて上側のクリップ位置も調整してく
ださい（→ 8ページ）。

お子様の身長が高
すぎる。

本製品の目安年齢は3〜 12歳です（ただし、
体格に準ずる）。
お子様の体格が想定を超えている場合は装着
できません。

シートベルトが腕の下を通る

シートベルトに装着できない
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品名 スマートキッズベルト
品番 B1092

製品サイズ 最短：クリップ部含む●約 42cm／クリップ除く●約 35.5cm
最長：クリップ部含む●約 63cm／クリップ除く●約 56cm

重量 約 120g

材質
クリップ：テトラエチレンペンタミン
ベルトロック、アジャスター：ポリアミド
ベルト：ポリエステル
糸：ポリエステル PET、ポリエチレン

原産国 本体：ポーランド、収納専用ポーチ：中国
付属品 取扱説明書、収納専用ポーチ

製品仕様

※● 商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

適合規格

安全基準

Eマーク適合（日本）
道路交通法第 71条の 3●第 3項適合（日本）
ECE●R44●04 適合（EU）
FMVSS●213 適合（US）
CMVSS●213 適合（CA）

安全検査証明取得機関
UN●(ECE)●R44/04
（ポーランド・ワルシャワ/PIMOT）
FMVSS213およびCMVSS213
（アメリカ・ニューヨーク/Calspan）

国内適合確認機関 警察庁●交通局●交通企画課
国土交通省●自動車局●審査・リコール課

当該装置認可番号 4013●※ UN(ECE)●R44/04

輸入販売元：メテオ APAC 株式会社
神奈川県横浜市青葉区美しが丘 5-35-2●●インペリアルMビル 301
TEL:●045-909-1021（9：00〜１８：００●土・日・祝日・年末年始を除く）
FAX:●045-909-1029
Mail：info@meteorapac.jp
https://www.meteorapac.jp/
この取扱説明書の著作権その他の知的財産権は、メテオAPAC株式会社が保有しております。個人とし
てご利用になるほかは、取扱説明書の一部または全部を無断で複写複製転記、改ざん、出版、webなど
のメディア掲載、第三者への供与等を行うことは禁止されております。
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