
アルミハードキャリー取扱い説明書

型式番号　G7SA001  (34L)
G7SA002 (60L)

この度は無印良品アルミハードキャリーをお買い上げいただき、ありがとうござい
ます。
ご使用の前に必ず本書をお読みください。また本書を大切に保管してください。
本製品を貸与・譲渡する場合には、ご使用される方に本書をお渡しください。
本書には保証書がついております。保証書部分は切り離さず本書と一緒に保管し
てください。

一版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
初回発行日：2016年12月1日
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安全にご使用いただくために

この表示に従わずに誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの

表示とその意味
この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を、危険の大きさに応じ
て、次のように分類して表示しています。表示の意味をご理解いただいた上で注意事項をお読
みください。

この表示に従わずに誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性があるもの

この表示に従わずに誤った取扱いをすると、物的損害が発生する可能性があるもの

詳しい製品図と構成につきましては6,7ページをご参照ください。

●衣類や日用品小物などを収納、持
ち運びする用途以外には使用しな
いでください。
以下のような事故が発生する危険があり
ます。

・ お子様の遊び用具として使用し
ないでください。また、ペットを中に
入れないでください。
アルミハードキャリー本体の中に閉じ込
められて窒息するなど、事故の危険があリ
ます。

・ 杖や歩行補助具代わりに使用し
ないでください。
アルミハードキャリーが加速したりぐらつ
くなどして、転倒する危険があります。

・ アルミハードキャリーに腰掛けた
り踏み台にしたりしないでください。
アルミハードキャリーがぐらついたり破損
するなどして、転倒・落下などケガをする
危険があります。

●棚など、高い場所に置く場合には、
落下しないよう、安定した場所に置
いてください。
アルミハードキャリーが落下して人に衝
突する危険があります。

●階段や段差のあるところでアル
ミハードキャリーを持ち上げて運
ぶ時はハンドルを使用し、キャリー
バーで持ち上げないでください。
キャリーバーを引っ張って階段などを昇
り降りすると、姿勢が不安定になるなどし
て、ケガの原因となります。
(6ページ　①を参照）

⚠警 告

⚠ 警 告

⚠注 意

注 意
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●本体内側上部の補強板に、手や衣類をはさまないようにご注意ください。
(6ページ③を参照）
●補強板に強い衝撃を与えないでください。
補強板がゆがむと開閉できなくなる場合があります。
●フレームのかみ合わせ部分に手や衣類をはさまないようにご注意ください。

⚠ 注 意
フレームに関するご注意

●キャリーバー操作時は中央部を握り、シャフトや本体との間に指などをはさま
ないようにご注意ください。
端を持った場合、隙間に指などをはさみケガをする場合があります。 (6ページ①②を
参照）
●キャリーバーをもってアルミハードキャリーを持ち上げないでください。
シャフト部分に荷重がかかり破損するおそれがあり、ケガなど事故の原因になります。

キャリーバーに関するご注意

●破損、汚れの原因となるおそれのあるガラスビンやその他の容器類の収納時
には、割れたり中身が濡れないように十分注意してください。
割れたビン等に触ってケガをするおそれがあります。
また、本体が衝撃を受けた場合に収納物にも衝撃が加わるおそれがあります。
●アルミハードキャリーを分解したり、改造することはおやめください。
ケガをしたり、本来の機能が失われる可能性があります。
●アルミハードキャリーを運ぶ時には、周囲の人や物に十分注意してください。
周囲の人や物に接触するおそれがあります。
●アルミハードキャリーを雨中に放置したり水をかけたりしないでください。
部品が傷み、思った通りの動作をしないため、転倒や衝撃によりケガをするおそれがあ
ります。また、内部に水がしみこみ、内装や内容物を傷めます。

その他のご注意

●連続走行した直後に、キャスターに直接触れないでください。
走行時に発生した摩擦熱で火傷を負うおそれがあります。

キャスターに関するご注意

●本体内側の背面にあるファスナーを無理に開けないでください。
手や衣類などをはさむ可能性があります。本ファスナーは製造上のものであり、ポケット
ではありません。（7ページを参照）

ファスナーに関するご注意
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保管にあたって

●火気や高温になるものに近づけないでください。
ストーブなどの暖房器具、火気または高温になるものに長時間近づけると、変形するこ
とがあります。
●過度の酸性や塩分、また極端に高い温度に長時間さらされる場所での使用や
保管は避けてください。
アルミハードキャリーの金属部分や内部の生地などを傷め、ロックが正常に作動しなく
なるおそれがあります。
●湿度が高い場所、直射日光の当たる場所での保管はしないでください。
変色、変質、劣化などの原因になります。

お手入れ方法

●ケース表面や内装の汚れがひどい場合は、水拭きして十分に乾燥させてください。
●本体のお手入れには、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤や揮発油を含むもの、金属
たわし、磨き粉などの研磨剤は使用しないでください。変色、変質、劣化などの原因にな
ります。
●水に濡れた場合は、よく乾燥させてから保管してください。
濡れたままにしておくと、変色、変質、劣化などの原因になります。
●キャスターの車軸に砂やホコリが付着したり、糸クズなどが巻きついた場合には、取
り除いてください。キャスターの故障の原因となりす。

注 意

●荷物を詰め込みすぎないでください。
キャスターや内部の生地などを破損するおそれがあります。
●荷物はなるべく均等に詰めてください。
極端に偏りますと、走行時にキャスターなどに負担がかかり破損のおそれがあります。
●精密機器やこわれやすいものは入れないでください。
転倒した際など衝撃によって損傷するおそれがあります。アルミハードキャリーに収納
した機器本体の損傷、破損、故障、紛失及びデータの破損、消滅などについては弊社は
一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

その他のご注意
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アルミハードキャリー構成
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①キャリーバー

②シャフト

コーナーガード

フタ

フレーム

ラッチ

ラッチ（TSA LOCK®）

キャスター
トップハンドル

メインハンドル

荷物固定バンド

③補強板

ファスナーポケット付き内装仕切り

（フタ）

付属品
●取扱説明書（本書）



アルミハードキャリー構成

●ご使用前には、キャリーバーやキャスターがスムーズに稼動するかを確認してください。

●キャリーバーを引き出した時、左右で長さのバランスがとれない場合は、①キャリーバーを
全長まで引き出してから、お好みの長さまで下げて調節してください。

●アルミハードキャリーを初めて使用する際に、接着剤等の臭いがすることがありますが、使
用している間に、臭いは自然に薄くなっていきます。

●キャスターのタイヤは、使用頻度や路面状況により磨耗する場合があります。磨耗などによ
り使用に支障がある場合は、有償にて交換を承ります。

●アルミハードキャリーを、現金や貴重品の保管に使用しないでください。
TSA LOCK®はキャリーケースが開かないようにするためのもので、収納物自体の盗難を防
止するものではありません。

●TSA LOCK®の開閉方法および補償制度につきましては、8～ 10ページをご参照ください。

●アルミハードキャリーの強度や耐久性は、使用回数や経過年数も影響しますが、使用中に
受ける衝撃等、取扱いの状態に特に大きく左右されます。

ご使用にあたり
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内側ファスナー
(※ポケットではありません）
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TSA LOCK®　ダイヤルロックの開閉方法

（フタ）

ラッチ(TSAロック)の部位・名称
(表) (裏)ダイヤル

プッシュボタン

ダイヤルチェンジレバーTSA職員用鍵穴

TSAロックの取扱い上のご注意
●操作時に指をはさんだり、爪を損傷したりしないように十分注意してください。

《ご注意》

開ける

閉める

ダイヤルを回転させ、任意で設定した３ケタの
暗証番号に合わせてください。
(工場出荷時は「０-０-０」にセットされています。)
ご購入後、初めて開けられる時は「０-０-０」に
合わせてください。

スーツケースのフタ側を閉め(①)、 ラッチを
引掛け(②) 、押し下げてください(③)。

プッシュボタンを押して(①) ラッチを引き上
げて(②) から、ケースのフタ側を持ち上げて
スーツケースを開けてください。

ダイヤルの番号をバラバラに並び替えると
施錠され、ラッチが動かせなくなります。

ダイヤルが正しい暗証番号になっていないときラッチを閉錠位置まで押し下げる
事が出来ません。無理に押し下げると、施錠機構の動作に悪影響を及ぼしたり、破
損につながります。



暗証番号の設定方法
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《 暗証番号を忘れた場合 》

《 TSA職員が鍵穴を戻し忘れていた場合 》

《正常位置》 《誤った位置》

裏側にあるダイヤルチェンジレバーを「SET」
に合わせてください。
ご購入時は、「OFF」の位置にあります。

表側のダイヤルの番号を、あなたが覚え
やすい３ケタの番号「※-※-※」にセット
してください。

裏側のレバーを「OFF」の位置に戻して
完了です。

ダイヤルを「現在の暗証番号」に合わせて
ロックを解錠してください。

赤い点赤い点

●「０-０-０」から「９-９-９」まで順にお試しいただくか、最寄の店舗へ修理としてお預けください。
●ダイヤルチェンジレバーは、リセットボタンではありません。現在の暗証番号と異なる番号に合わせて
ダイヤルチェンジレバーを押し込んでしまいますと、故障の原因となりますのでご注意ください。

●工場出荷時には「０-０-０」にセットされています。まずはご確認頂き、次の手順に従って、
覚えやすい３ケタの番号にセットしてください。

●TSA職員が検査の為に解錠した場合、通常は問題なくそのままご使用になれますが、まれに鍵穴を正
常位置に戻してない場合があります。その場合は、マイナスドライバー等、先端の平らなものを差し込み、
左右どちらかに回して所定の位置に戻してからご使用ください。そのままですと、TSAロックを使用するこ
とができません。



TSA ロック搭載スーツケース補償制度について

TSA ロックとは・・・
TSA ロックとは、TSA(アメリカ運輸保安局）やCATSA(カナダ航空運輸保安公団)によって
認可されたロックシステムです。
2003年1月より爆発物検査のために、TSA職員はアメリカ国内全ての空港で預け手荷物を検
査しています。Ｘ線検査により不審物等が認められた場合には、荷物を開けて検査をします。
2014年4月から、カナダでも上記と同様な検査が実施されています。

TSAロック以外の鍵の掛かった荷物⇒鍵を切断、破壊して検査。
TSAロックを使用している荷物⇒TSA職員が特殊ツールによって開錠。検査後は施錠して戻
します。

保安検査職員が、開錠・検査した場合には、スーツケースの中に検査証明書が入っていま
す。修理の際には必ず検査証明書を添付してください。証明書がない場合は補償の対象
外となりますのでご了承ください。
尚、検査に起因する収納物の破損や損失に関しては、補償の対象外となります。

TSA ロック塔載スーツケース補償：TSA ロック搭載のスーツケースが保安検査職員により、
鍵を破壊され故障した場合は無償にて修理を承ります。
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本製品は、TSA LOCK(TRAVEL SENTRY社ライセンス提供）を使用しており、
TSA ロック搭載スーツケース補償制度の対象になっております。

TSA ロック搭載スーツケース補償制度
TRAVEL SENTRY APPROVED

C M Y K
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アルミハードキャリー仕様

・交通運送機関（航空機・バス・船・宅配便等）にて輸送中に破損が確認された場合、修理、賠
償については運送機関にお問い合わせください。審査後に賠償請求することが可能な場合が
ございます。時間が経過すると賠償の対象外になることがありますのでご注意ください。
・旅行に伴う損害保険などにご加入されている方は、破損などがあった場合加入保険会社にご
相談ください。保険には期間がありその間に見積りなどの書類が必要となります。

＊耐荷重は目安です。内容物の形状や詰め方、取扱いの状態によって耐荷重以内でも破損、
変形などを生じる可能性がありますので、ご注意ください。

輸送時に破損した場合の重要事項
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G7SA001(34L)
サイズ

G7SA002(60L)
サイズ

本体　約タテ47 X ヨコ34 X マチ23cm
全体　約タテ55 X ヨコ37 X マチ23cm
容量　　　　　　34リットル
重量　　　　　　約4.6KG
耐荷重（目安）　 約12KG
本体　　　　　　アルミニウム合金
裏地　　　　　　ポリエステル100%

本体　約タテ63 X ヨコ42 X マチ24cm
全体　約タテ71 X ヨコ45 X マチ24cm
容量　　　　　　60リットル
重量　　　　　　約6.0KG
耐荷重（目安）　 約20KG
本体　　　　　　アルミニウム合金
裏地　　　　　　ポリエステル100%
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保証規定

当製品は保証期間中に、以下の事柄が生じた場合に無償にて製品を修理させていただきます。

1.通常使用において不具合が生じた時
2.その原因として製造工程や部品などに問題や欠陥があったとみなされた場合

欠陥が認められた場合には購入店・購入日を証明できるもの（この保証書）を添えて購入店に
ご連絡ください。無償にて速やかに修理させていただきます。修理が困難と判断した場合には
交換させていただきます。

ただし以下のいずれかに該当する場合は、保証期間中であっても無償修理いたしかねます。

•お買い上げの日付より２年以降の不具合
•本書のご提示がない場合、また販売店名印やレシートなどのお買い上げ日付を証明するもの
がない場合
•故意に本書の日付などの字句を書き換えた痕跡がある場合
•火災、地震、風水害、塩害、公害、その他の災害や戦乱など、外的な要因で生じた不具合
•落下・誤用・乱用による不具合
•分解、改造、誤った修理に起因する不具合
•航空会社その他交通機関の輸送中に不当な扱いや誤用によって生じた破損又は表面的な損
傷
•高温や溶剤、酸、水、（雨）などにさらされた場合による破損。
•ケースの収納物の破損や損失、機会損失などといった付随する費用に関する損害
•通常使用におけるキャスターなどのパーツ部分の劣化や摩耗。
•通常使用における表面的な損傷（摩耗や傷、キレ、へこみ、汚れ、退色）

保証の範囲外にあると診断された場合には、修理により商品の機能が回復可能であればご希
望により有償にて修理させていただきます。
ご使用により生じたキズや凹みを修正で復元することはできませんのでご了承ください。

交換部品を海外から取り寄せしなければならないため、修理には日数を要する場合がござい
ますので、ご了承ください。

必ずしもオリジナル製品と同色の交換部品があるとは限らないため、ご了承ください。
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アルミハードキャリー
型式番号　G7SA001(34L)　G7SA002(60L)
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この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

販売元：株式会社　良品計画
〒170-8424　東京都豊島区東池袋　4-26-3

お客様室でんわ　0120-14-6404 
　　　 平日　10:00-21:00
　 土・日・祝　10:00-18:00

保証書

この保証書は、本書に明示した期間：お買い上げの日から2年、保障規定に明記された保障条
件のもとにおいて、万が一故障が発生した場合、無料で修理をお約束するものです。
お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間後の修理などにつきましては取扱説明書をお読みいただくか、販売店までお問い合
わせください。
ご転居・ご贈答品でお買い上げの販売店にご依頼できない場合はお客様室へお問い合わせ
ください。
ご記入いただいた保証書の個人情報は保証書に記載されている内容に沿った、保証対応に利
用させていただく場合があります。ご了承ください。
なお、お客様の個人情報は、特段の事情がない限り、お客様の承諾なく、第三者に開示・譲渡
はいたしません。ただし、法的機関等により、申し出があった場合や当社の権利・財産を保護す
る目的などにおいてはこの限りではありません。

お買い上げ年月日

お
客
様
名

ご
氏
名
ご
住
所

電
話

保証期間

販売店名印 修理メモ

お買い上げの日から２年

〒

年　　　　　月　　　　　日
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