
E 
DA-148IDA-149グレー ／ブルー

ぁでかけ力→ト

多頭用 Bi(i
¢

« 

バスケット
カバー

ハンドル
レバー ハンドル
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9 背面ポケット

ゞスケット
用防止リ ー ド(4本）

※指をはさまないよう、ご注意ください。

〇本体フレ ームを開ける 後輪フレーム

＼、
万ロックピン

〉折リたたみ
ロック 、 ＇▼ バスケットカバーコ

本体フレームのハンドルを上にして持ち、折リたたみロックを外してから、
ゆっくりと開けます。

◎前輪をセットする前輪ロック

一
このたびは、「おでかけカー ト多頭用BIG」をお買い上げいただき誠にありがとうござい
ます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みに
なった後も大切に保管し、必要なときにお役立てください。

本品の組み立てやこ使用に際しては、乱暴に扱いますと破損や
ケガの原因となりますので、ていねいにお取り扱い願います。置一

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

ニー※ヘットの大きさ、性質、状態に合わせて
様子をみながらご使用ください。

超小型犬～中型犬•猫全般I
※対象のペットの体璽30kg以下

碑バスケットにかかる雨荷重：2kg以下
トレーにかかる酎荷重：2kg以下

後輪(1組）
タイヤ
(2個）

.、ネジ、ナット（各2個）
※プラスドライバー、

ペンチが必要です

軸 ‘` `― C 、、
※ 本体を組み立てる前にタイヤと軸を上図のようにセットしてください。

〇後輪をセットする※あらかじめタイヤと言切抜けないことを確諮してからセットしてください。
後輪
ロック

〇ハンドルレバー

上の写真はカー ト
押す側からハンドル
を見た回

00を左ヘスライド
させて ＿／ 

〇®を押さえながら ®0を下へ押す

差し込み口

前輪の 差し込み口を前輪フレームに
カチッと音がするまで差し込みます。
※ 前輪ロック のある方が差し込み口です。

〇底板をセットする

底板のクッション面を上にして上図
のように 本体バスケットに入れます。

®フー ドを固定する
フードを開いて、前後にある
フードロックを本体フレー ム
に固定させます。ペットを乗
せる場合はどちらかのフード
ロックを外してフードを開い
てから乗せてください。

差し込み口 ｀し
後輪ロックが本体フレームの外側に向いた状態で、後輪フレ ームのロックピンが後輪の
穴にカチッと音がするまで後輪を差し込んでください。※差し込む向きに注意

〇本体バスケットフレ ームをセットする

前輪·後輪をセットした本体フレームを起こし4つの車輪を床に
つけます。本体バスケットフレームのロックピンを押さえながら、
本体フレームの穴にカチッと音がするまで差し込んでください。

--、

フー ドを上 図のようにAをBにしっかりと 差し
込んで取り付けます。

◎トレーをセットする
トレーの両端をそれぞれハン
ドルとプレ ートの間にはめ、
内側から ナットを穴に重ね、
ナットはペンチやスパナで固
定し、ネジを外側からプラス
ドライバーでねじこんで固定
してください。

◎本体バスケット（生地）をセットする

／ 
本体バスケットほ地）を広げ、中窓カバーがある方を前輪側に向けてから
本体フレームの内側に入れ｀上側を折り返して面ファスナーで留めます。
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〈使い方〉
●ハンドルを左図のように起こし、各部に

ゆるみがないか確認の上ご使用ください。
●キャリ ーバッグに不慣れ なペットを入

れる場合、ペットによっては ストレスが
かかります。製品の破損（生地の破れ
など）や飛び出し防止のために、ペット
をしつけてからご使用ください。

●本品には安全のため、飛び出し防止用
のリ ー ドを製吊に取り付けて おります。
ご使用される場合はペットのハーネス
又は首輪につけてください。
ただしペットの飛び出しや落下を完全
に防止するものではありません。移動
中はカ ートの開口部を閉めてご使用い
ただくことをおすすめします。

※ペットの種類・大きさ・体重・性質に合
わせて様子を見ながらご使用ください。

※フードは開いておいてください。

カートを少し後ろに引くと 前輪が回転し、前輪ロックが後側になります。この状態でハンドルレバーロックを左にスライ
ドさせハンドルレバーを押しながらハンドルを下げると、自立した状態で折りたためます。I\ンドルをそのまま下に折リ
たたみロックがかかるまで押します。再度ご使用の際は、折りたたみロックを外しハンドルをゆっくり上げてください。

一
差し込み□裏

前輪の外し方
本体を倒して前輪を裏
返し、差し込み□裏の左
右の出っ張りを挟むよう
に押さえながら外します。

後輪の外し方
ロックピンを細くて
固い物で押さえな
がら外してください。

『底板」について
底板は取り外して手洗いすること
ができます。手洗い後、乾いたタオ
ルなどで水気を取った後、形を整
えてから陰干し してください。

「飛び出し防止用リー ド」について
移動のときはバスケット内部に取
り付けてあ る「飛び出し防止用
リ ード」をペットの ハー ネス又は
首輪に装着してください。
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心330mm.
＂霊omm

巌配舅防止のため前肩をまっすぐにし灌囀ロック灌輸ロック、
折りたたみロッ刃加かっていることをご圃忍ください。

後輸ロック 前輪 ・ 後輪ロックの使い方
（左右に各1カ所）前輪ロックはカチッと音がする

ま で 上 へ あ げると まっ すぐに♦
解除

ロックすることができます。
後輪ロックは下へ踏み込むと、

＊ロック車輪の回転をロックすることが
できます。解除するときは後鞘
ロックを上へあげます。

ック ※急な坂道ではロックをかけ て
いてもタイヤがすべることがあり
ますので、ハンドルから手を離さ
ないでください。

心ご注意（保畔の方へ、必ずお読みください。）

●本品は犬・猫用カ ートです。その他の目的には使用しないでください。●本品は本体バスケット部分の耐荷重： 30kg 以下です。強度テストを実施しておりますが、過
度に重いものを入 れると破損する恐れがありますのでご注意ください。●ペットを中に入れる前に、本体バスケットや車輪がカ ートフレ ームに確実に取り付けられてい
るかご確認ください。取り付けが不十分ですと、ケガや事故の原因となります。●短時間の移動の際にご使用ください。連続で長時間ペットを入れると負担（ストレス）
がかかります。●ご使用の際は、ハンドルから手を放さないでください。特に坂道ではご注意ください。●ペットを中に入れたまま車の中などに放置しないでください。
事故や死亡などの原因となる場合があります。●雨やオシッコなどで濡れたまま使用すると、色落ちや汚れなどの原因となりますので、お手入れ方法をよくお読みにな
リ、十分乾燥させてご使用ください。●バスケットの中に鋭利な形状のものは入れないでください。破損やケガの原因となる場合があります。●本体バス ケットの開口
部を開けたままで移動しますと、ペットのケガなどの原因となる場合があります。移動中は、安全の為に ＂ 飛び出し防止リード ＂ をハー ネス又は首輪に装想してください。
●カ ートのハンドル部分に荷物を吊るしたまま、ペットを抱き上げたり、ペットのリ ードをくくりつけたりしないでください。転倒などによるケガや事故の原因となる場合
があります。●面ファ ス ナーにペットの毛やホコリなどが絡まると接着効果が落ちますのでご注意ください。また、毛やホコリは必ず取り除いてご使用ください。●無
理に段差を「越える／降りる」をしたり、車輪の側面から衝撃を与えると、車輪に過大な負荷がかかり破損する恐れがありますのでご注意ください。●火気や暖房器具
のそばに放置しないでください。火災やケガの原因となる場合があります。※ペットの行動により発生したケガ、本品の破損に対する補償は致しかねます。※不当な破
損や修理・改造したものについての補償は致しかねます。※組み立て時、 折りたたみ時には指ヅメにご注意ください。※ペットを入れたまま 折りたたまないでください。

〈お手入れの仕方〉●バスケット・フー ドについた毛などの汚れは柔らかいブラシで落と
してください。特に面ファスナ ー に毛が付着すると結合力が弱くなるのでご注意ください。
●カートフレーム・バスケットの生地などの汚れは、うすめた中性洗剤に浸した布を固く絞って
拭き取る、または手洗いをし、風通しの良い所で陰干しをしてください。●漂白剤やシン
ナー ・ベンジンなどの薬品は製品の変質・変色・色落ちなどの原因となりますので使用しない
でください。●洗濯機・ドライヤ ー ・乾燥機は使用しないでください。●バスケットが雨
などで濡れた場合、乾燥機やドライヤ ー などを使用すると変形や収縮・変質の恐れがあり
ますので、乾いたタオルなどで水気を十分拭き取ったあと、陰干ししてください。
お願い♦マルカンでは、お客様やペット により安全で楽しい商品をお届けするため常
に商品の見直し を行っております。そのためお買い上げの時期によって同一商品にも
多少の違いが生じる場合 がありますのでご了承ください。♦品質には万全を期してお
りますが、万ー不都合がございましたら、弊社お客様相談室までお問い合わせください。 ®旦品

材質
アルミ、スチ ール、PP、PA、

ポリエステル

いをものとフード・用品のトータルメーカー

販売者株式会社'?JI,カコ

マ』1,力コ事禦部
〒532-0011大阪市淀lll区西中島7-1-26
マルカンブランドに関するお問い合わせ先
お客様相談室： 072-931-0345
受付時間：土日祝日を除く月～金曜日
AM9:□o-12:o□/PM1:00-4:00 

原産国：中国
Made ;n Ch;na 

この商品は株式会社マルカンの企画・開発・管遷・
墓準により協力丁嵩で製造されたものです。
https://www.mkgr.jp 
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