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補助便座の使いかた

■大人用トイレでトレーニングを始めましょう！
大人のトイレで排泄する練習をします。お子さまが不安や戸惑いを感じずに、1人で安
定した姿勢でトイレが使えるようになるまで、保護者の方が毎回やさしくサポートして
あげてください。

取っ手付き補助便座として使用する

お子さまが安定してすわれるようになるまでは、
取っ手の付いた状態でご使用ください。

固定具を調節する
大人用便座の横幅にあわせて、固定具の位置を調節
してください。

大人用便座への取り付け手順
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パイルカバーをご使用の際は、補助便座のゴ
ム足がパイルカバーのゴム足通し穴から確実
に出ていることを確認してください

2 ゴム足
通し穴

補助便座（裏面）

大人用便座の種類によって固定具の位置や向きを変えてください

大人用便座の横幅が狭い場合
（固定具の向きを変える）

大人用便座の横幅が中間の場合 大人用便座の横幅が広い場合

●固定具の位置を変える場合
には
1左右のツバを持って固定
具を持ち上げ、2溝に沿っ
てスライドさせて、溝に固
定具をはめ込みます。

大人用便座（裏面）

固定具ゴム足

ゴム足（4ヵ所）

補助便座

お子さまの安全のために、ご使用前には
必ず本書をお読みいただき、記載された
内容に従って正しくお使いください。
また、読み終えた本書は大切に保管して
ください。なお、本品を他のお客様にお
譲りになるときは、必ず本書もあわせて
お渡しください。
取りはずしてある部品は、本書をよく読
んで取り付けてください。
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●ネジは必ずドライバーを使用して、しっかり締めて
ください。ご使用に前には、ネジのゆるみがない
かを確認してください。

●取っ手を固定しているネジがゆるんでいないか定期的に
確認してください。ゆるんでいると取っ手がはずれるな
どして転倒やケガのおそれがあり、大変危険です。

●お子さまの乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助
してください。

●取っ手をつかみながらの乗り降りはさせないでく
ださい。

注 意

●固定具は必ず左右対称に取り付け、図のように、
しっかりと大人用便座を左右に押さえるようにし
て位置を決めてください。

●固定具の位置決めの際は、固定具が溝にしっかり
はめ込まれていることを確認してからご使用くだ
さい。

注 意
●補助便座は、1番奥に取り付けてください。型式によっては、補助便座のゴム足が
大人用便座に接地せず、不安定な場合がありますので安定する位置に補助便座を取
り付けて固定具を調節してください。（ただし、この場合は温水洗浄機能が使用で
きないことがあります）

●補助便座の裏側にあるゴム足が確実に装着されていることを確認してください。浮
いたりはずれかけた状態で使用しないでください。

●補助便座の種類により、大人用便座と補助便座との間にすき間が生じる場合があり
ます。お子さまが指をはさんだりしないように注意してください。

注 意

大人用便座に取り付ける

図のように大人用便座に取り付けてください。

取っ手付き補助便座の場合 取っ手なし補助便座の場合

コンビ ベビーレーベル
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も く じ

1 取っ手をつける
取っ手についているネジをいったんはずしてから、
図のように、1取っ手を補助便座に差し込んで2ド
ライバーでネジ止めします。

2 パイルカバーを取り付ける
「パイルカバーの取り付けかた」※4ページをご覧く
ださい。

1

2

取っ手

ネジ

取っ手なし補助便座として使用する

1 取っ手をはずす
1ドライバーを使ってネジをはずし、2取っ手を取
りはずしてください。
※ネジは紛失を防ぐために、再度取っ手に取り付け
て保管してください。

1

2

安定してすわれるようになったら、ステップなど
を使って1人で乗り降りする練習を始めましょう。

取っ手

ネジ

2 取っ手ホールキャップをつける
取っ手ホールキャップを図のように差し込みます。
ツメがしっかり補助便座に引っかかるように差し込
んでください。

取っ手ホールキャップ

●固定具の向きを変える場合
には
3固定具を持ち上げて4半
回転させてから、5溝に固
定具をはめ込みます。

※ 取っ手ホールキャップをはずす際は、補助便座の裏側
から図のように2つのツメを矢印の方向に押さえては
ずしてください。

ツメ

お子さまの乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助
してください。

注 意

この製品は、足を前に出してお子さまがりきみやすいように小水受けが小さく設定
されています。トレーニングの際は、足を前に出して閉じるように促してください。

1

2

はめ込まれていない　　はめ込まれている

ツバ 

ツバの持ちかた
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各部の名称 パイルカバーの取り付けかた

※図は取っ手付き補助便座の状態ですが、取っ手なし補助便座としてご使用の際
も同様に取り付けてください。

図のように、ゴムひもが補助便座の上面にく
るようにパイルカバーをかぶせて左右のバラ
ンスを整えてください。

1

図のように、ゴムひもを表側から補助便座の
ゴムひも通し穴4ヵ所に1つずつ通します。2

補助便座の裏側に通したゴムひもを図のよう
に、ひっかけて固定してください。3

補助便座を裏側にして、補助便座のゴム足が
パイルカバーのゴム足通し穴4ヵ所から確実
に出るように取り付けてご使用ください。

4

補助便座のゴム足がパイルカバーのゴム足通し穴か
ら確実に出ていないと、ご使用の際にすべりやすく
なり、転倒のおそれがあります。
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ゴムひも

ゴムひも

ゴム足

パイル
カバー

ゴムひも
通し穴

ゴム足
通し穴

注 意

使用目的および用途

■ご使用の前に
この製品は、お子さまの大人用のトイレヘの移行を手助けするためのトイレトレーニング
用品です。
取っ手、補助便座、取っ手ホールキャップを組み替えることにより、取っ手付き補助便座
と取っ手なし補助便座の2種類の使いかたが可能となります。

安全にご使用いただくために以下のこ注意をお守りください。なお、お子さまは思わ
ぬ動きをし、ケガをすることがありますので、ご使用の際は必ず保護者の方が付き
添ってください。

●火気のそばでの使用および放置は絶対にしないでください。万一、転倒した際にヤ
ケドなどのおそれがあり、また火災の原因ともなります。

●屋外、階段付近、段差のあるところ、また浴室などの床が濡れてすべりやすい場所
で使用しないでください。転倒やケガのおそれがあります。必ず平らな場所でご使
用ください。

●「使用目的および用途」に書かれている用途以外で使用しないでください。
●ご使用の際は、補助便座の裏側にあるゴム足が確実に装着されていることを確認し
てください。ゴム足がはずれた際は必ず元通りに補助便座に装着してください。お
子さまが遊んだりして、ゴム足を飲みこむおそれがあります。

●取っ手付でご使用の際は、はずれて転倒することのないよう、必ずドライバーを使
用して、ネジをしっかり締め、ガタつかないことを確認してからご使用ください。

●取っ手を固定しているネジがゆるんでいないか定期的に確認してください。ゆるん
でいると取っ手がはずれるなどして転倒やケガのおそれがあり、大変危険です。

●補助便座の裏側にある固定具の調節の際は、溝にしっかり固定具をあわせ、大人用
便座の横幅にあっていることを確認してからご使用ください。

●補助便座への乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助してください。
●大人用便座の種類により、大人用便座と補助便座との間にすき間が生じる場合があ
ります。お子さまが指をはさんだりしないよう注意してください。

●取っ手をつかみながらの補助便座への乗り降りはさせないでください。補助便座が
ひっくり返り、転倒してケガをするおそれがあります。

●取っ手をはずして使用する場合には、取っ手ホールキャップを取り付けてご使用く
ださい。

●大人用便座に4つのゴム足がすべて接地していることを確認してください。補助便
座が不安定になり危険です。

パイルカバーを使用する際の注意事項

●必ず補助便座のゴム足が、パイルカバーのゴム足通し穴から確実に出るように取り
付けてください。ご使用の際、不安定になり危険です。

注意事項

製品を使用する上でご理解いただきたい注意事項を記載しています。ここで記載した内容
を無視した場合、お子さまおよび使用者の方に傷害を与えるおそれがあります。よくお読
みの上、製品をご使用ください。

注 意

265mm 
以上 

175～225mm

使用条件

■使用場所
トイレでご使用ください。

■対象年令（適用体重）
1才6ヵ月頃から4才頃まで

■補助便座が取り付け可能な大人用便座の種類

洋式の普通便座および暖房便座や温水洗浄便座に
取り付けることができます。
（大人用便座の内径：幅175～225mm/奥行
265mm以上のものに取り付けが可能）
※一部特殊な形状の大人
用便座には取り付けら
れないものもあります。
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コンビ
補助便座補助便座補助便座補助便座補助便座

取っ手 ポリプロピレン

補助便座 ポリプロピレン

固定具 ポリプロピレン

ゴム足 TPE樹脂

フック ポリエチレン

取っ手ホールキャップ ポリプロピレン

パイルカバー 表糸：アクリル100％
裏糸：ナイロン80％、ポリウレタン20％

お手入れ方法

パイルカバー以外の部品のお手入れ
●汚れた場合は、乾いた布でふき取るか、水もしくは薄めた中性洗
剤で洗い、やわらかい布などでよく水気をふき取ってください。

※中性洗剤以外の洗剤で洗うと、製品を傷めますので使用しないで
ください。

パイルカバーの洗濯・お手入れ
●洗濯時は次のことを守ってください。

主な部品の材質

洗濯には必ず30℃以下の水を
使用してください。なお、洗濯
機の場合は弱水流で、手洗いの
場合は弱く洗ってください。

塩素系漂白剤は使用しないでく
ださい。

アイロンのご使用はおやめくだ
さい。

ドライ 
 

ヨ ワ ク 

エンソ 
サラシ 
 

ドライクリーニングはしないで
ください。

洗濯の後は、風通しのよいとこ
ろで陰干ししてください。

手絞りの場合は弱く、洗濯機脱
水の場合は短時間で行ってくだ
さい。

弱 
30 
中性 

5

取っ手付き
補助便座として…

取っ手

取っ手なし
補助便座として…

ゴム足（4個）

補助便座

パイルカバー

フック掛け

取っ手ホール
キャップ

ゴムひも通し穴（4個）

オプションについて

洗い替えには別売の「パイルカバーBL型」をご使用ください。

※取っ手ホールキャップは、取っ手なし補助便座として
使用する際に必要な部品です。紛失しないように保管
してください。

フック掛けについて
フック掛けは、壁などに取り付けたフックに掛けて補助便
座を保管する際に使います。
お子さまが補助便座を使用するときは、必ず内側に収納し
てからご使用ください。

（使用時）

フック掛け

（収納時）

製品にお気付きの点がございましたら、コンシューマープラザ（Customer Service Center）までご連絡ください。

コンシューマープラザ（Customer Service Center）
〒339-0025　埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271　　　 TEL.（048）797-1000　FAX.（048）798-6109
〈ホームページ上でのお問いあわせ〉 http://www.combi.co.jp/soudan/faq_baby.htm
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各部の名称 パイルカバーの取り付けかた

※図は取っ手付き補助便座の状態ですが、取っ手なし補助便座としてご使用の際
も同様に取り付けてください。

図のように、ゴムひもが補助便座の上面にく
るようにパイルカバーをかぶせて左右のバラ
ンスを整えてください。
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図のように、ゴムひもを表側から補助便座の
ゴムひも通し穴4ヵ所に1つずつ通します。2

補助便座の裏側に通したゴムひもを図のよう
に、ひっかけて固定してください。3

補助便座を裏側にして、補助便座のゴム足が
パイルカバーのゴム足通し穴4ヵ所から確実
に出るように取り付けてご使用ください。

4

補助便座のゴム足がパイルカバーのゴム足通し穴か
ら確実に出ていないと、ご使用の際にすべりやすく
なり、転倒のおそれがあります。
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注 意

使用目的および用途

■ご使用の前に
この製品は、お子さまの大人用のトイレヘの移行を手助けするためのトイレトレーニング
用品です。
取っ手、補助便座、取っ手ホールキャップを組み替えることにより、取っ手付き補助便座
と取っ手なし補助便座の2種類の使いかたが可能となります。

安全にご使用いただくために以下のこ注意をお守りください。なお、お子さまは思わ
ぬ動きをし、ケガをすることがありますので、ご使用の際は必ず保護者の方が付き
添ってください。

●火気のそばでの使用および放置は絶対にしないでください。万一、転倒した際にヤ
ケドなどのおそれがあり、また火災の原因ともなります。

●屋外、階段付近、段差のあるところ、また浴室などの床が濡れてすべりやすい場所
で使用しないでください。転倒やケガのおそれがあります。必ず平らな場所でご使
用ください。

●「使用目的および用途」に書かれている用途以外で使用しないでください。
●ご使用の際は、補助便座の裏側にあるゴム足が確実に装着されていることを確認し
てください。ゴム足がはずれた際は必ず元通りに補助便座に装着してください。お
子さまが遊んだりして、ゴム足を飲みこむおそれがあります。

●取っ手付でご使用の際は、はずれて転倒することのないよう、必ずドライバーを使
用して、ネジをしっかり締め、ガタつかないことを確認してからご使用ください。

●取っ手を固定しているネジがゆるんでいないか定期的に確認してください。ゆるん
でいると取っ手がはずれるなどして転倒やケガのおそれがあり、大変危険です。

●補助便座の裏側にある固定具の調節の際は、溝にしっかり固定具をあわせ、大人用
便座の横幅にあっていることを確認してからご使用ください。

●補助便座への乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助してください。
●大人用便座の種類により、大人用便座と補助便座との間にすき間が生じる場合があ
ります。お子さまが指をはさんだりしないよう注意してください。

●取っ手をつかみながらの補助便座への乗り降りはさせないでください。補助便座が
ひっくり返り、転倒してケガをするおそれがあります。

●取っ手をはずして使用する場合には、取っ手ホールキャップを取り付けてご使用く
ださい。

●大人用便座に4つのゴム足がすべて接地していることを確認してください。補助便
座が不安定になり危険です。

パイルカバーを使用する際の注意事項

●必ず補助便座のゴム足が、パイルカバーのゴム足通し穴から確実に出るように取り
付けてください。ご使用の際、不安定になり危険です。

注意事項

製品を使用する上でご理解いただきたい注意事項を記載しています。ここで記載した内容
を無視した場合、お子さまおよび使用者の方に傷害を与えるおそれがあります。よくお読
みの上、製品をご使用ください。
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以上 
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使用条件

■使用場所
トイレでご使用ください。

■対象年令（適用体重）
1才6ヵ月頃から4才頃まで

■補助便座が取り付け可能な大人用便座の種類

洋式の普通便座および暖房便座や温水洗浄便座に
取り付けることができます。
（大人用便座の内径：幅175～225mm/奥行
265mm以上のものに取り付けが可能）
※一部特殊な形状の大人
用便座には取り付けら
れないものもあります。
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お手入れ方法

パイルカバー以外の部品のお手入れ
●汚れた場合は、乾いた布でふき取るか、水もしくは薄めた中性洗
剤で洗い、やわらかい布などでよく水気をふき取ってください。

※中性洗剤以外の洗剤で洗うと、製品を傷めますので使用しないで
ください。

パイルカバーの洗濯・お手入れ
●洗濯時は次のことを守ってください。

主な部品の材質

洗濯には必ず30℃以下の水を
使用してください。なお、洗濯
機の場合は弱水流で、手洗いの
場合は弱く洗ってください。

塩素系漂白剤は使用しないでく
ださい。

アイロンのご使用はおやめくだ
さい。

ドライ 
 

ヨ ワ ク 

エンソ 
サラシ 
 

ドライクリーニングはしないで
ください。

洗濯の後は、風通しのよいとこ
ろで陰干ししてください。

手絞りの場合は弱く、洗濯機脱
水の場合は短時間で行ってくだ
さい。

弱 
30 
中性 
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取っ手付き
補助便座として…
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取っ手なし
補助便座として…

ゴム足（4個）

補助便座

パイルカバー

フック掛け

取っ手ホール
キャップ

ゴムひも通し穴（4個）

オプションについて

洗い替えには別売の「パイルカバーBL型」をご使用ください。

※取っ手ホールキャップは、取っ手なし補助便座として
使用する際に必要な部品です。紛失しないように保管
してください。

フック掛けについて
フック掛けは、壁などに取り付けたフックに掛けて補助便
座を保管する際に使います。
お子さまが補助便座を使用するときは、必ず内側に収納し
てからご使用ください。

（使用時）

フック掛け

（収納時）

製品にお気付きの点がございましたら、コンシューマープラザ（Customer Service Center）までご連絡ください。

コンシューマープラザ（Customer Service Center）
〒339-0025　埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271　　　 TEL.（048）797-1000　FAX.（048）798-6109
〈ホームページ上でのお問いあわせ〉 http://www.combi.co.jp/soudan/faq_baby.htm
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各部の名称 パイルカバーの取り付けかた

※図は取っ手付き補助便座の状態ですが、取っ手なし補助便座としてご使用の際
も同様に取り付けてください。

図のように、ゴムひもが補助便座の上面にく
るようにパイルカバーをかぶせて左右のバラ
ンスを整えてください。

1

図のように、ゴムひもを表側から補助便座の
ゴムひも通し穴4ヵ所に1つずつ通します。2

補助便座の裏側に通したゴムひもを図のよう
に、ひっかけて固定してください。3

補助便座を裏側にして、補助便座のゴム足が
パイルカバーのゴム足通し穴4ヵ所から確実
に出るように取り付けてご使用ください。

4

補助便座のゴム足がパイルカバーのゴム足通し穴か
ら確実に出ていないと、ご使用の際にすべりやすく
なり、転倒のおそれがあります。
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ゴムひも

ゴムひも

ゴム足

パイル
カバー
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通し穴

ゴム足
通し穴

注 意
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●大人用便座の種類により、大人用便座と補助便座との間にすき間が生じる場合があ
ります。お子さまが指をはさんだりしないよう注意してください。
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ひっくり返り、転倒してケガをするおそれがあります。

●取っ手をはずして使用する場合には、取っ手ホールキャップを取り付けてご使用く
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注 意

265mm 
以上 

175～225mm

使用条件

■使用場所
トイレでご使用ください。

■対象年令（適用体重）
1才6ヵ月頃から4才頃まで

■補助便座が取り付け可能な大人用便座の種類

洋式の普通便座および暖房便座や温水洗浄便座に
取り付けることができます。
（大人用便座の内径：幅175～225mm/奥行
265mm以上のものに取り付けが可能）
※一部特殊な形状の大人
用便座には取り付けら
れないものもあります。
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補助便座の使いかた

■大人用トイレでトレーニングを始めましょう！
大人のトイレで排泄する練習をします。お子さまが不安や戸惑いを感じずに、1人で安
定した姿勢でトイレが使えるようになるまで、保護者の方が毎回やさしくサポートして
あげてください。

取っ手付き補助便座として使用する

お子さまが安定してすわれるようになるまでは、
取っ手の付いた状態でご使用ください。

固定具を調節する
大人用便座の横幅にあわせて、固定具の位置を調節
してください。

大人用便座への取り付け手順

1

パイルカバーをご使用の際は、補助便座のゴ
ム足がパイルカバーのゴム足通し穴から確実
に出ていることを確認してください

2 ゴム足
通し穴

補助便座（裏面）

大人用便座の種類によって固定具の位置や向きを変えてください

大人用便座の横幅が狭い場合
（固定具の向きを変える）

大人用便座の横幅が中間の場合 大人用便座の横幅が広い場合

●固定具の位置を変える場合
には
1左右のツバを持って固定
具を持ち上げ、2溝に沿っ
てスライドさせて、溝に固
定具をはめ込みます。

大人用便座（裏面）

固定具ゴム足

ゴム足（4ヵ所）

補助便座

お子さまの安全のために、ご使用前には
必ず本書をお読みいただき、記載された
内容に従って正しくお使いください。
また、読み終えた本書は大切に保管して
ください。なお、本品を他のお客様にお
譲りになるときは、必ず本書もあわせて
お渡しください。
取りはずしてある部品は、本書をよく読
んで取り付けてください。

取扱説明書

■使用目的および用途 ................... 1
■使用条件....................................... 1
 注意事項 ..................................... 2

■各部の名称 ................................... 3

赤ちゃんと暮らす

かけがえのない育児という時間を、

喜びに満ちたものにしてほしい。

―『baby label』―

■パイルカバーの取り付けかた .... 4
■お手入れ方法 ............................... 5
■補助便座の使いかた ................... 6

●ネジは必ずドライバーを使用して、しっかり締めて
ください。ご使用に前には、ネジのゆるみがない
かを確認してください。

●取っ手を固定しているネジがゆるんでいないか定期的に
確認してください。ゆるんでいると取っ手がはずれるな
どして転倒やケガのおそれがあり、大変危険です。

●お子さまの乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助
してください。

●取っ手をつかみながらの乗り降りはさせないでく
ださい。

注 意

●固定具は必ず左右対称に取り付け、図のように、
しっかりと大人用便座を左右に押さえるようにし
て位置を決めてください。

●固定具の位置決めの際は、固定具が溝にしっかり
はめ込まれていることを確認してからご使用くだ
さい。

注 意
●補助便座は、1番奥に取り付けてください。型式によっては、補助便座のゴム足が
大人用便座に接地せず、不安定な場合がありますので安定する位置に補助便座を取
り付けて固定具を調節してください。（ただし、この場合は温水洗浄機能が使用で
きないことがあります）

●補助便座の裏側にあるゴム足が確実に装着されていることを確認してください。浮
いたりはずれかけた状態で使用しないでください。

●補助便座の種類により、大人用便座と補助便座との間にすき間が生じる場合があり
ます。お子さまが指をはさんだりしないように注意してください。

注 意

大人用便座に取り付ける

図のように大人用便座に取り付けてください。

取っ手付き補助便座の場合 取っ手なし補助便座の場合

コンビ ベビーレーベル

4

3

5

も く じ

1 取っ手をつける
取っ手についているネジをいったんはずしてから、
図のように、1取っ手を補助便座に差し込んで2ド
ライバーでネジ止めします。

2 パイルカバーを取り付ける
「パイルカバーの取り付けかた」※4ページをご覧く
ださい。

1

2

取っ手

ネジ

取っ手なし補助便座として使用する

1 取っ手をはずす
1ドライバーを使ってネジをはずし、2取っ手を取
りはずしてください。
※ネジは紛失を防ぐために、再度取っ手に取り付け
て保管してください。

1

2

安定してすわれるようになったら、ステップなど
を使って1人で乗り降りする練習を始めましょう。

取っ手

ネジ

2 取っ手ホールキャップをつける
取っ手ホールキャップを図のように差し込みます。
ツメがしっかり補助便座に引っかかるように差し込
んでください。

取っ手ホールキャップ

●固定具の向きを変える場合
には
3固定具を持ち上げて4半
回転させてから、5溝に固
定具をはめ込みます。

※ 取っ手ホールキャップをはずす際は、補助便座の裏側
から図のように2つのツメを矢印の方向に押さえては
ずしてください。

ツメ

お子さまの乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助
してください。

注 意

この製品は、足を前に出してお子さまがりきみやすいように小水受けが小さく設定
されています。トレーニングの際は、足を前に出して閉じるように促してください。

1

2

はめ込まれていない　　はめ込まれている

ツバ 

ツバの持ちかた
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大人用便座に接地せず、不安定な場合がありますので安定する位置に補助便座を取
り付けて固定具を調節してください。（ただし、この場合は温水洗浄機能が使用で
きないことがあります）

●補助便座の裏側にあるゴム足が確実に装着されていることを確認してください。浮
いたりはずれかけた状態で使用しないでください。

●補助便座の種類により、大人用便座と補助便座との間にすき間が生じる場合があり
ます。お子さまが指をはさんだりしないように注意してください。

注 意

大人用便座に取り付ける

図のように大人用便座に取り付けてください。

取っ手付き補助便座の場合 取っ手なし補助便座の場合

コンビ ベビーレーベル

4

3

5

も く じ

1 取っ手をつける
取っ手についているネジをいったんはずしてから、
図のように、1取っ手を補助便座に差し込んで2ド
ライバーでネジ止めします。

2 パイルカバーを取り付ける
「パイルカバーの取り付けかた」※4ページをご覧く
ださい。

1

2

取っ手

ネジ

取っ手なし補助便座として使用する

1 取っ手をはずす
1ドライバーを使ってネジをはずし、2取っ手を取
りはずしてください。
※ネジは紛失を防ぐために、再度取っ手に取り付け
て保管してください。

1

2

安定してすわれるようになったら、ステップなど
を使って1人で乗り降りする練習を始めましょう。

取っ手

ネジ

2 取っ手ホールキャップをつける
取っ手ホールキャップを図のように差し込みます。
ツメがしっかり補助便座に引っかかるように差し込
んでください。

取っ手ホールキャップ

●固定具の向きを変える場合
には
3固定具を持ち上げて4半
回転させてから、5溝に固
定具をはめ込みます。

※ 取っ手ホールキャップをはずす際は、補助便座の裏側
から図のように2つのツメを矢印の方向に押さえては
ずしてください。

ツメ

お子さまの乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助
してください。

注 意

この製品は、足を前に出してお子さまがりきみやすいように小水受けが小さく設定
されています。トレーニングの際は、足を前に出して閉じるように促してください。

1

2

はめ込まれていない　　はめ込まれている

ツバ 

ツバの持ちかた


