この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書（以下「本説明
書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。
ご使用の前に本説明書を
よくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。
なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは
（株）
モンベル カスタマー・サービスま
でお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

■ 特長
本製品は
「ベビーキャリア
（#1123859、#1133250）
」
に取り付け、
お子さまを日差しから守るた
めのサンシェイドです。
ひさし前面と背面にはメッシュを使用し、涼しく、風にあおられにくくなっ
ています。
着脱も簡単にでき、コンパクトに折りたたんで、ベビーキャリアのポケットに収納でき
るため、
携行にも便利です。

■ 素材
主素材：40 デニール・ナイロン・［ウレタン・コーティング］

■ 各部の名称
●サンシェイド

ホックｃ

ループｃ

ひさし

ホックa
支柱Ｂ
支柱Ａ

ホックｂ
●べビーキャリア
ループ b

Baby Carrier Sun Shade
ベビーキャリア サンシェイド

ループ a
スリーブＢ
スリーブＡ

■ ひさしのたたみ方

■ 使用方法

●左右のホックｂを外し、上部のホッ
クｃをループｃに通して留め、ひさ
しを簡易的にたたむことで、お子さ
まの乗せ降ろしができます。

■ ベビーキャリアへの取り付け方法
①支柱ＡをスリーブＡに差し込みます。
②支柱ＢをスリーブＢに差し込みます。

■ 収納方法

③ホックaをループaに通してホックを留めます。

●支柱を丸めてべビーキャリアの上
部のポケットに収納できます。

④ホックbをループbに通してホックを留めます。
＊左右とも同じように取り付けてください。

■ 安全上の注意

注意

人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

○本製品の支柱部分でケガをしないよう、取り扱いに注意してください。
○強風時には風をはらみバランスを崩しやすくなりますので注意してください。
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■ お手入れ方法
水で軽く洗い流した後に中性洗剤を含ませたスポンジでブラッシングをします。
その後、十
分に洗剤を洗い流してから陰干ししてください
（ドライクリーニングはできません）。
また、ガ
ソリンやシンナーと一緒に保管しないでください。

■ アフターサービス
お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がござ
いましたら、
お買い求めいただいた販売店、
もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。
製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。
なお、修理、交換等の
要否につきましては、
弊社の裁量にて判断させていただきます。
なお、
以下のような原因での破損、
不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。
○本製品の誤った使用方法によるもの
○間違ったお手入れ、
保管方法、
経年変化による素材劣化
○乱暴な取り扱いによるもの
○その他、
製造上の欠陥以外の原因によるもの
破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていた
だきます。

■ その他
本製品の仕様、
デザインは予告なく変更されることがあります。

Thank you for purchasing this product. Before using, please carefully read this
manual for instructions on the proper care and usage of this product.
If you have any questions regarding this product, please contact Montbell Customer
Service or the store of original purchase. Keep this manual for future reference.

■ Description

This sun shade when attached to the Baby Carrier (#1123859, #1133250) will
protect your child from the sun. The sun shade uses a mesh fabric in the front and
back sides of the sun shade. This makes the shade cool and also reduces flapping
in the wind. Easy to setup and attach to the carrier, the sun shade also folds up
compactly for convenient storage in the carrier’s Top Pocket.

■ Materials

Main fabric: 40-denier nylon (urethane coating)

■ Components
●Sun Shade

Snap C

Loop C

Shade
Snap A
Support B
Support A

Snap B
●Baby Carrier
Loop B

Baby Carrier Sun Shade
User’s Manual

Loop A
Sleeve B
Sleeve A

■ Directions

■ Folding the Sun Shade
●Unfasten Snap B on both sides of the
sun shade. Loop Snap C through
Loop C and fasten. This allows you to
temporarily fold the sun shade up
when placing the child in the carrier
and taking the child out of the carrier.

■ Attaching to the Baby Carrier
①Insert Support A into Sleeve A.
②Insert Support B into Sleeve B.
③Insert Snap A through Loop A and fasten.
④Insert Snap B through Loop B and fasten
*Directions are the same for left and right sides.

■ Storing
●The Sun Shade can be inserted
completely into the Top Pocket of the
Baby Carrier.

■ Safety Warnings
CAUTION!
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Under certain conditions, use of this product can result in injury
or property damage.

○When handling the Sun Shade, be careful not to hurt yourself or others on the Supports.
○Be careful during times of strong winds as there is a risk you can lose your
balance and fall.

■ Care

To clean stains and soiling, lightly rinse off and use a neutral detergent with a
sponge to brush away any remaining residue. Rinse off and hang to dry in the
shade. Do not dry clean or wash in a washing machine. This can damage the
backpack’s fabric. Do not store together with gasoline or paint thinner.

■ Warranty

Montbell’s warranty covers all defects in materials and workmanship to the original
owner, for the lifetime of the product. If a product ever fails due to a manufacturing
defect, Montbell will repair or replace the product at our discretion. This warranty
does not cover damage(s) caused by accident, improper care, negligence, misuse,
alterations or normal wear and tear. Damage(s) not covered under warranty will be
repaired at a reasonable rate. If you would like to make a warranty inquiry, please
contact Montbell Customer Service or the store of original purchase.
All product specifications and design are subject to change without prior
notice. Actual product specifications may vary.
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www.montbell.com
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