
車種によりチャイルドシートを取り付けた隣の席が、シートベルトの着用が困難となり同乗者が乗車できなくなる
場合があります。

２００９年１月２８日現在　　　●ＮＧ・警告・参考理由は車種別適合表４ページ/５ページをご覧ください。 ★　追加車種　　

車種名 エールベベ
タイプ 年式 型式 取付座席

トヨタ
ｉＱ ★

３ドアハッチバック Ｈ２０．１１～ ＫＧＪ１０系 後席 左　　　右 ○ 警30 ○ × 警64

アルファード

ワゴン　７人乗り Ｈ２０．５　～ ＡＮＨ２＃Ｗ／ ２列目 左　　　右 ○ ○ ○
ＧＧＨ２＃Ｗ系 ３列目 左　　 ○ ○ ○

右 × NG21 ○ ○
２列目リラックスキャプテンシート 中 × NG11 × NG11 × NG11

Ｈ２０．５　～ ＡＮＨ２＃Ｗ／ ２列目 左　　　右 × ＮＧ21 × ＮＧ21 × ＮＧ21

ＧＧＨ２＃Ｗ系 ３列目 左 ○ ○ ○
右 × NG21 ○ ○

２列目エクゼクティブパワーシート 中 × NG11 × NG11 × NG11

ワゴン　８人乗り Ｈ２０．５　～ ＡＮＨ２＃Ｗ／ ２列目 左　　　右 ○ ○ ○
ＧＧＨ２＃Ｗ系 中 × NG30 ○ × 警19

３列目 左 ○ ○ ○
右 × NG21 ○ ○

中 × NG11 × NG11 × NG11

ウィッシュ ★

６人乗り Ｈ１５．１　～ ＮＥ１＃系 ２列目 左　　　右 ○ ○ × 警44

３列目 左　　　右 × NG33 ○ ○

ヴェルファイア

ワゴン　７人乗り Ｈ２０．５　～ ＡＮＨ２＃Ｗ／ ２列目 左　　　右 ○ ○ ○
ＧＧＨ２＃Ｗ系 ３列目 左　　 ○ ○ ○

右 × NG21 ○ ○
２列目リラックスキャプテンシート 中 × NG11 × NG11 × NG11

Ｈ２０．５　～ ＡＮＨ２＃Ｗ／ ２列目 左　　　右 × ＮＧ21 × ＮＧ21 × ＮＧ21

ＧＧＨ２＃Ｗ系 ３列目 左 ○ ○ ○
右 × NG21 ○ ○

２列目エクゼクティブパワーシート 中 × NG11 × NG11 × NG11

ワゴン　８人乗り Ｈ２０．５　～ ＡＮＨ２＃Ｗ／ ２列目 左　　　右 ○ ○ ○
ＧＧＨ２＃Ｗ系 中 × NG30 ○ × 警19

３列目 左 ○ ○ ○
右 × NG21 ○ ○

中 × NG11 × NG11 × NG11

クラウンハイブリッド

４ドアセダン Ｈ２０．５　～ ＧＷＳ２０４系 後席 左　　　右 ○ ○ ○
中 × ＮＧ30 × ＮＧ8 × ＮＧ8

ニッサン
キューブ ★

５ドア Ｈ２０．１１～ Ｚ１２系 ２列目 左　　 × ＮＧ32 ○ ○ 参40

右 ○ ○ ○ 参40

中 × NG11 × NG11 × NG11

グロリア ★

４ドアハードトップ Ｓ６２．６　～Ｈ３．６ Ｙ３１系 後席 左　　　右 ○ ○ ○ 参40

セドリック ★

４ドアハードトップ Ｓ６２．６　～Ｈ３．６ Ｙ３１系 後席 左　　　右 ○ ○ ○ 参40

ティアナ

４ドアセダン Ｈ２０．６　～ Ｊ３２系 後席 左　　　右 ○ ○ ○
中 × ＮＧ30 ○ × 警19

ムラーノ ★

５ドアワゴン Ｈ２０．９　～ Ｚ５１系 後席 左　　　右 ○ ○ ○
中 ○ ○ × 警19

ズット３スタイルサラット３ステップクルット

　　　　　　　エールベベの最新適合情報　200９年１月２８日現在

エールベベ　クルット・サラット３ステップ・ズット３スタイル　専用
「エールベベ チャイルドシート専用　車種別適合表２００８年版（２００８．４．１１現在）」用

△　参！

左右席　　中央席　　　左右席 左右席　　　　中央席　　　左右席
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２００９年１月２８日現在　　　●ＮＧ・警告・参考理由は車種別適合表４ページ/５ページをご覧ください。 ★　追加車種　　

車種名 エールベベ
タイプ 年式 型式 取付座席 ズット３スタイルサラット３ステップクルット

ホンダ
オデッセイ ★

ワゴン　　７人乗り Ｈ２０．１０～ ＲＢ３／ＲＢ４系 ２列目 左　　　右 ○ ○ ○ 参40

３列目 左　　　右 × NG12 ○ ○

フリード

ワゴン　　７人乗り Ｈ２０．５　～ ＧＢ３／ＧＢ４系 ２列目 左　　　右 ○ ○ ○ 参40

３列目 左　　　右 × NG31 ○ × NG31

ワゴン　　５人／８人乗り Ｈ２０．５　～ ＧＢ３／ＧＢ４系 ２列目 左　　　右 ○ ○ ○ 参40

３列目 左　　　右 × NG31 ○ × NG31

ライフ ★

５ドアワゴン Ｈ２０．１１～ ＪＣ１／ＪＣ２系 後席 左　　　右 ○ ○ ○

ミツビシ
トッポ ★

ワゴン Ｈ２０．９　～ Ｈ８２Ａ系 後席 左　　　右 ○ ○ ○

マツダ
アテンザ

セダン Ｈ２０．１　～ ＧＨ＃＃Ｐ系 後席 左　　　右 ○ 警61 ○ 警61 ○ 警61

中 ○ 警61 ○ 警61 × 警58

５ドア Ｈ２０．１　～ ＧＨ＃＃Ｓ系 後席 左　　　右 ○ 警61 ○ 警61 ○ 警61

中 ○ 警61 ○ 警61 × 警58

ワゴン Ｈ２０．１　～ ＧＨ＃＃Ｗ系 後席 左　　　右 ○ 警61 ○ 警61 ○ 警61

中 ○ 警61 ○ 警61 × 警58

ビアンテ

ワゴン Ｈ２０．７　～ ＣＣ＃＃Ｗ系 ２列目 左　　　右 ○ ○ ○ 参40

３列目 左　　　右 ○ ○ ○

スバル
インプレッサ　 ★

４ドアセダン（アネシス） Ｈ２０．１０～ ＧＥ系 後席 左　　　右 ○ ○ ○ 参40

中 × ＮＧ30 ○ × 警19

エクシーガ

ワゴン Ｈ２０．６　～ ＹＡ４/ＹＡ５系 ２列目 左　　　右 ○ ○ ○ 参40

３列目 左　　　右 ○ ○ ○

スズキ
ワゴンＲ ★

ワゴン Ｈ２０．９　～ ＭＨ２３Ｓ系 後席 左　　　右 ○ ○ ○

ダイハツ
ムーヴコンテ

ワゴン Ｈ２０．８　～ Ｌ５７５Ｓ／Ｌ５８５Ｓ系 後席 左　　　右 ○ ○ ○
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２００９年１月２８日現在　　　●ＮＧ・警告・参考理由は車種別適合表４ページ/５ページをご覧ください。 ★　追加車種　　

車種名 エールベベ
タイプ 年式 型式 取付座席 ズット３スタイルサラット３ステップクルット

メルセデスベンツ
Ｃクラス

２ドアクーペ Ｈ１３．６　～ ２０３系 後席 左　　　右 ○ ○ ○ ★
ワゴン Ｈ２０．４　～ ２０４系 後席 左　　　右 ○ ○ ○ ★

中 × ＮＧ30 × ＮＧ11 × ＮＧ11

ＢＭＷ
ミニ

クラブマン（ワゴン） Ｈ２０．３　～ ＭＬ１６／ＭＭ１６系 後席 左　　　右 ○ 参3 ○ ○ 参43

フォルクスワーゲン
ティグアン ★

ワゴン Ｈ２０．９　～ ５Ｎ系 後席 左　　　右 ○ × ＮＧ12 × 警46

中 × ＮＧ30 ○ × 警19

トゥアレグ

ワゴン Ｈ１９．５　～ ７Ｌ系 後席 左　　　右 ○ ○ ○ 参40

中 × ＮＧ30 × ＮＧ11 × ＮＧ11

アウディ
Ａ４

セダン Ｈ２０．３　～ ８Ｋ系 後席 左　　　右 ○ 警61 ○ 警61 ○ 警65

中 × NG30 ○ 警61 × 警66

Ａ５／Ｓ５

２ドアクーペ Ｈ２０．２　～ ８T系 後席 左　　　右 ○ ○ ○ 参40

ボルボ
Ｓ４０ ★

セダン Ｈ９．１０　～Ｈ１６．５ ４Ｂ系 後席 左　　　右 ○ ○ ○
中 × NG30 ○ × 警19

Ｖ７０

ワゴン Ｈ１９．１１～ ＢＢ系 後席 左　　　右 ○ ○ ○ 参40

中 × ＮＧ30 ○ × 警19

シトロエン
Ｃ５ ★

４ドアセダン Ｈ２０．１０～ Ｘ７系 後席 左　　　右 ○ ○ ○ 参40

中 × NG11 × ＮＧ11 × ＮＧ11

フィアット
５００（チンクエチェント）

３ドア Ｈ２０．３　～ ３１２系 後席 左　　　右 ○ ○ ○

ジャガー
ＸＦ

４ドアセダン Ｈ２０．５　～ Ｊ０５＃Ａ系 後席 左　　　右 ○ ○ ○ 参40

中 × NG30 × ＮＧ8 × 警19

ＸＫ

３ドアクーペ Ｈ１８．７　～ Ｊ４３＃Ａ系 後席 左　　　右 × NG8 × NG8 × NG8

プジョー
２０７

ＳＷ Ｈ２０．４　～ Ａ７Ｗ系 後席 左　　　右 ○ ○ ○ 参40

中 × NG30 × NG11 × NG11

３０８

５ドアハッチバック Ｈ２０．６　～ Ｔ７５ＦＴ系 後席 左　　　右 ○ ○ ○
中 × NG30 ○ × 警19

ＳＷ Ｈ２０．９　～ Ｔ７Ｗ５ＦＴ系 ２列目 左　　　右 ○ × ＮＧ8 × 警54 ★
中 × NG30 × ＮＧ8 × 警21

３列目 左　　　右 × ＮＧ33 ○ × 警42

クライスラー
チェロキー ★

ワゴン Ｈ２０．６　～ ＫＫ３７系 後席 左　　　右 ○ ○ ○ 参40

中 × NG30 ○ × 警9

ダッジ
ナイトロ

５ドアワゴン Ｈ１９．６　～ ＫＡ３７ 後席 左　　　右 ○ ○ ○
中 × NG30 ○ × 警9
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チャイルドシート - エールベベ（AILEBEBE） - 車種別適合 注意事項一覧　2009年1月末日現在

【警告】

警1 前向きでは使用できません。

警2 後向きでは使用できません。

警3 フラットでは使用できません。

警4 フラットのみ使用できます。

警5 前向きのみ使用できます。

警6 後向きのみ使用できます。

警7 後向きでは使用できません。取付方法についてはサービスセンターにご相談ください。

警8 後向きでは使用できません。前向き取付けには、付属のオメガリングを使用します。

警9 後向きでは使用できません。前向き取付時、チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。

警10 フラットのみ使用できます。（座席に干渉して回転しません。取付けには付属のフラットクッションを使用します。）

警11 フラットでは使用できません。前向きではチャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。取付けには付属のフラットクッションを使用します。

警12 前向きのみ使用できます。取付けには付属のオメガリングを使用します。

警13 前向きのみ使用できます。（チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。取付けには付属のオメガリングを使用します。）

警14 前向きのみ使用できます。取付けには、付属（ＭＭでは別売）のオメガリングを使用します。

警15 後向きでは使用できません。前向き取付時は、バックル・タングがベルト通し部に入り込んだ状態まで締め込んでください。

警16 後向きでは使用できません。

警17 後向きでは使用できません。取付方法についてはサービスセンターにご相談ください。

警18 後向きでは使用できません。

警19 後向きでは使用できません。

警20 後向きでは使用できません。

警21 前向きのみ使用できます。チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。

警22 フラットでは使用できません。前向き・後向きの取付け時は、付属のオメガリングを使用します。

警23 後向きでは使用できません。前向き取付時は、バックル・タングがベルト通し部に入り込んだ状態まで締め込んでください。

警24 ７ｋｇ未満のお子さまには使用できません。背もたれが立ち、適正な姿勢が保てないためです。

警25 前向きのみ使用できます。ただし、隣の席のシートベルトが使用できません。

警26 前向きのみ使用できます。前向き取付時は、２点式シートベルトの取付方法に従ってください。

警27
後向きのみ使用できます。タング側ベルトにしわが寄り、ベルトを強く引っ張りきれない場合があります。タング側でベルトを送りながら引張って取付けてくださ
い。

警28 後向きでは使用できません。前向き取付け時、チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。取付けには付属のフラットクッションを使用します。

警29
フラットでは使用できません。前向きではチャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。取付けには付属のフラットクッションとオメガリングを使用しま
す。

警30 車の床に車メーカー純正のフロアマットを必ず敷いて取付けてください。

警31 タングストッパーがタングに干渉しないように、シートスライドの位置を調節して取付けてください。

警32
車の床に車メーカー純正のフロアマットを必ず敷いて取付けてください。またタングストッパーがタングに干渉しないように、シートスライドの位置を調節して取付
けてください。

警33 メーカーオプションにより、フロア下が収納ボックスになっている場合のみ使用できます。

警34 サポートレッグがエアコンの吹き出し口に干渉しないようにシートスライドの位置を調節して取付けてください。



警35
後ろ向きでは使用できません。前向きに取付ける際には車のシートスライドを一番後ろにして使用してください。また、座席に干渉するため回転機能は使用でき
ません。

警36 後ろ向きでは使用できません。前向きに取付ける際には車のシートスライドを一番後ろにして使用してください。

警37 前向きのみ使用できます。シート形状が合わず、後向きではしっかりと固定できないため。

警38 前向きのみ使用できます。シートベルト取付幅が狭いまたは広すぎて、後向きではしっかりと固定できないため。

警39 前向きのみ使用できます。シートベルト有効長が短く、後向きではしっかりと固定できないため。

警40 前向きのみ使用できます。バックルベルトが長く、後向きではしっかりと固定できないため。

警41 前向きのみ使用できます。バックルベルトが長く、後向きではしっかりと固定できないため。車のバックルをホルダー等から外してから取付けてください。

警42 前向きのみ使用できます。取付座席と前席のスペースが狭く、後向きではしっかりと固定できないため。

警43 後向きのみ使用できます。バックルやアンカーの位置が高く、前向きではしっかりと固定できないため。

警44 後向きのみ使用できます。バックルやアンカーの位置が前方にあり、前向きではしっかりと固定できないため。

警45 後向きのみ使用できます。シート形状が合わず、前向きではしっかりと固定ができないため。

警46 前向きのみ使用できます。バックルやアンカーの位置が前方にあり、後向きではしっかりと固定できないため。

警47 車のバックルをホルダー等から外し、床に車メーカー純正のフロアマットを必ず敷いて取付けてください。

警48 前向きのみ使用できます。バックルベルトが長く、後向きではしっかりと固定できないため。前向きではリクライニングができません。

警49 後向きでは使用できません。車のバックルをホルダー等から外してから取付けてください。

警50 前向きのみ使用できます。バックルやアンカーの位置が高く、後向きではしっかりと固定できないため。

警51 前向きのみ使用できます。シート形状が合わず、後向きではしっかりと固定できないため。前向き取付にはシートベルトキーパーを外してから取付けてください。

警52 フロアボックス内に、必ずお車に付属のスペーサーを取り付け、フロアボックスの蓋をしっかりと閉じた状態でご使用ください。

警53 前向きのみ使用できます。取付座席と前席のスペースが狭く、後向きではしっかりと固定できないため。前向きではリクライニングができません。

警54 前向きのみ使用できます。シート形状が合わず、後向きではしっかりと固定できないため。前向きではリクライニングができません。

警55 前向きのみ使用できます。シートベルトのタングストッパー（プラスチック部品）が干渉し、後向きではしっかりと固定できないため使用できません。

警56
シートベルトが緩む場合がありますので、車に装備されているチャイルドケアモードは使用できません。車の床に車メーカー純正のフロアマットを必ず敷いて取
付けてください。また車のバックルをホルダー等から外してから取付けてください。

警57
シートベルトが緩む場合がありますので、車に装備されているチャイルドケアモードは使用できません。車のバックルをホルダー等から外してから取付けてくだ
さい。

警58 後向きでは使用できません。車のシートに取付け跡が残る場合があります。

警59 前向きのみ使用できます。取付座席と前席のスペースが狭く、後向きではしっかりと固定できないため。車のシートに取付け跡が残る場合があります。

警60
前向きのみ使用できます。シートベルトのタングストッパー（プラスチック部品）が干渉し、後向きではしっかりと固定できないため使用できません。車のシートに
取付け跡が残る場合があります。

警61 車のシートに取付け跡が残る場合があります。

警62 車のバックルをホルダー等から外してから取付けてください。車のシートに取付け跡が残る場合があります。

警63
後向きでは使用できません。前向き取付時、チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。車のバックルをホルダー等から外してから取付けてくださ
い。車のシートに取付け跡が残る場合があります。

警64 後向きのみ使用できます。シートベルトを引張ると、バックルが変形してしまうため前向きでは取り付けできません。

警65 前向きではリクライニングができません。車のシートに取付け跡が残る場合があります。

警66 後向きでは使用できません。前向き取付時、チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。車のシートに取付け跡が残る場合があります。
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【参考】

参1 サービスセンターにお問い合わせください。（２点ＡＬＲ式シートベルトのため、ベルトクリップを使用せず、シートベルトを引き出して取付けます）

参2 チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。

参3 座席に干渉して回転しません。

参4 右側席のみ回転しません。

参5 付属（ＭＭでは別売）のオメガリングを使用します。

参6 チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。（取付けには付属（ＭＭでは別売）のオメガリングを使用します。）

参7 座席に干渉して回転しません。（取付けには付属のオメガリングを使用します。）

参8 前向きに取付ける際に、付属（ＭＭでは別売）のオメガリングを使用します。

参9
後向き取付時は、付属（ＭＭでは別売）のオメガリングを使用します。前向き取付時は、バックル・タングがベルト通し部に入り込んだ状態まで締め込んでくださ
い。

参10 後向きに取付ける際に、付属（ＭＭでは別売）のオメガリングを使用します。

参11 隣の席のシートベルトが使用できません。

参12 バックル・タングがベルト通し部に入り込んだ状態まで締め込んでください。

参13 取付けには付属のフラットクッションを使用します。

参14 取付けには付属のフラットクッションとオメガリングを使用します。

参15 チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。取付けには付属のフラットクッションを使用します。

参16 座席に干渉して回転しません。取付けには付属のフラットクッションを使用します。

参17 チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。取付けには付属のフラットクッションとオメガリングを使用します。

参18 座席に干渉して回転しません。取付けには付属のフラットクッションとオメガリングを使用します。

参19 前向き取付けについてはサービスセンターにお問い合わせください。（本体をシートベルトで３点で固定します。）

参20 車のバックルをホルダー等から外してから取付けてください。

参21 車のバックルをホルダー等から外してから取付けてください。取付けには付属（ＭＭでは別売）のオメガリングを使用します。

参22 パノラマシート車（上下４段アジャスタ式）。下から３段目で使用してください。

参23 シートベルト折り返し部のすぐ上にベルトクリップまたはベルトロックを使用して取付けます。

参24 本体がタイヤハウスに当たるため、取付跡が残る場合があります。取付けには付属のフラットクッションを使用します。

参25 後向きに取り付ける際に、付属品の取付スペースが狭いため、取扱説明書の２点式シートベルトの取付方法に従い、取付けてください。

参26 付属品の取付スペースが狭いため、取扱説明書の２点式シートベルトの取付方法に従い、取り付けてください。（付属のフラットクッションを使用します。）

参27 付属品の取付スペースが狭いため、取扱説明書の２点式シートベルトの取付方法に従い、取付けてください。

参28 車のバックルをホルダーから外してから取付けてください。取付けには付属のフラットクッションとオメガリングを使用します。

参29 車のシートスライドを一番前にして取付けてください。

参30 車のシートスライドを一番前にして付属のフラットクッションを使用して取付けてください。

参31 タング側ベルトにしわが寄り、ベルトを強く引張りきれない場合があります。タング側でベルトを送りながら引張ってください。

参32
取付けには、付属のフラットクッションを使用します。タング側ベルトにしわが寄り、ベルトを強く引張りきれない場合があります。タング側でベルトを送りながら引
張ってください。

参33 取り付ける際にはシートベルトのバックルをゴムホルダーから外してください。また附属のフラットクッションを使用して取り付けてください。

参34
１列目中央席にも装着可能ですが注意事項があります。１列目中央席への装着をご検討の場合はご購入前に弊社サービスセンター（ＴＥＬ．03-5926-1212）へ
お問合せください。



参35 車内に干渉するためヘッドレストを伸ばすことはできません。

参36 シートベルト有効長が短いため、お子さまの体格によってはインパクトシールドが窮屈になる場合があります。

参37 シートベルトキーパーを外してから取付けてください。

参38 後向きはリクライニング３段目でのみ使用できます。バックルベルトが長く、２段目ではしっかりと固定できないため。

参39 後向きはリクライニング３段目でのみ使用できます。シート形状が合わず、２段目ではしっかりと固定できないため。

参40 前向きではリクライニングができません。

参41 前向きではリクライニングができません。後向きはリクライニング３段目でのみ使用できます。バックルベルトが長く、２段目ではしっかりと固定できないため。

参42 前向きではリクライニングができません。車のバックルをホルダー等から外してから取付けてください。

参43 前向きではリクライニングができません。可動式のタングストッパーをバックル側になるように移動させてから取り付けしてください。
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【NG】

NG1 取付けできる座席がありません。

NG2 シートベルトがないため、固定できません。

NG3 エアバッグが装備されているため使用できません。

NG4 オメガリングが使用できません。

NG5 バックルベルトが長いため使用できません。

NG6 車内が狭く本体が干渉するため使用できません。

NG7 シートが柔らかく、しっかりとした固定ができないため使用できません。

NG8 シート形状が合わず、しっかりとした固定ができないため使用できません。

NG9 シートベルトの種類により取付できません。（２点式シートベルト等）

NG10 本品が車内に入れられないため使用できません。

NG11 シートベルト取付幅が狭い、または広すぎて、しっかりと固定できないため使用できません。

NG12 バックルやアンカーの位置が前方にあり、しっかりと固定できないため使用できません。

NG13 付属品（ベルトロック等）の取付スペースがなく、しっかりと固定できないため使用できません。

NG14 取付座席と前席に当てられない、または前席とのスペースがないため、使用できません。

NG15 前席ヘッドレストより上にはみ出るため

NG16 後向きに取付ける際に、座面にタングが入ってしまうため、後向きでは使用できません。

NG17 チャイルドシート本体がドアに干渉し、ドアが閉められないため、使用できません。

NG18 ２点式シートベルトのため後向き取付けができません。

NG19 シートベルトに大型のタングストッパー（プラスチック部品）が干渉し、十分な固定が出来ないため使用できません。

NG20 補助座席のため使用できません。

NG21 横幅が狭く取付作業ができません。

NG22 取付座席と前席のスペースが狭く設置できません。



NG23
前向きに取付ける際オメガリングが使用できない、また、後向き取付ける際に取付座席の前席に当てられなかったり前席とのスペースがないため使用できませ
ん。

NG24 シートベルト有効長が短いため使用できません。

NG30 フロアの形状が合わずサポートレッグが固定できないので使用できません。

NG31 バックルやアンカーの位置が高いところにあり、しっかりとした固定ができないので使用できません。

NG32 フロア下に収納スペースがあり、フロアの強度が弱いため使用できません。

NG33 シートからフロアまでの高さが低すぎたり、高すぎるためしっかりとした固定ができないので使用できません。

NG34 フロアが滑りやすく、サポートレッグが固定できないため使用できません。

NG35 シートベルトを引張ると、バックルが変形してしまうため取り付けできません。
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