
C,MBIンンンコンビをいた5メリー 酬nい説明書
置便用の前に必すこの取扱い説明書をよくお読みの上、正し

くお便いください。取り外してある部品は、本書をよく読ん

で取付けてください。本品を他のお客様にお謡りになる際に

は、必す本書もあわせてお通しください。

コンビないたらメリーは、ベビーベッドに取付けて置便用くださ

い。 (金属ベッドおよぴプレイベンタイプのベッドまたは、上構
と組子の形状が特殊な場含にぼ取付けられません。)ま た、ベビ
ーベッドに取付ける際、必す事前にベビーベッドの寸法をこ確認
ください。

A…組子(内側)の幅:50mm以 上

上機
  l盲

できません。また、メリーとの適応寸
法については<図 ‐2>を ご参照くだ
さい。

組子(たて棒)

●メリーさんの羊 ● プラームスの子守歌 ● アニー回―リー

●オースザンナ  ● 村のかじ屋     0キ ラキラ星

●スワニー河   ● ローレライ

△ 注  意 (ちゅうい)

保護者の方へ必すお読みください

●お子様の顔の近くに取付けることは絶対に避け、足元

の方に取付けてください。

●取付後、本体部を動かすことは、おやめください。本

体部取付ネジがゆるむ場合があります。もし動かした

場合は取付ネジを再度締めなおしてください。

●お子様が立ち上がって、本体に手を出す頃になりまし

たら、不意の事故も考えられますので、こ使用はおや

めください。

●組立後、宙部品がしつかり取付けられていることを十

分こ確認ください。

●本体に乗つたり、ようかかつたり、つかまつたりしな

いでください。

●ぶつけたり、J31りまわすなど乱暴な遊びをしないでく

ださい。思わめ事故の危険があります。

●保護者の目の届く所で遊ばせてください。

●下飾りの動物などの部品をはすして、オモチャとして

与えないでください。

●本体が汚れた場合は、水で濡 らしたタオルを固く績つ

て拭いてください。

●嵩詣、多規、ホコリの努い場新でのこ使用、操磐は違
けてください。

●安聖のため、破損、変形 したおもちゃは、使用 しない

でください。

(毯品を曇佐膚すると疑篇卜&埋 ・霧晶れの悪れがあり
ます。下記にご選岩くださぃ。〉

●電品の最戦ぃについては毯品の罰撹ときをよく叢んで
ください。

●努毯究毯晶(二ヵド毯晶)は、絶射に使常しないでく
ださい。

●十一 (プラスマイナス)を 正 しくセットしてください。

●ショー トさせたり充電、分解、カロ熱、火の中に入れた

りしないでください。

●古い電池と新 しい電池、いろいろな桂戴の電晶を混ぜ

て使用 しないでください。

●遊んだ後は必すスイッチを切り、長期間使用しなじ晶 答に

は、毯迅をはすしてください。
●電迅は央の避く、嵩結、多規の島新での操誇はしない

でください。

●万一、電池から漏れた液が目に入つたときはすぐに哭

工の水で洗い、医師に相談 してください。ひjStや日属に

着いた時は水で洗つてください。

<ベ ビーベッドの寸法>

サークルパー (上)・・・1本

1日本体の取付け
①ベビーベッドの横桟に本体の電池ケースをかけます。 〈図‐1)

②ベッドの外側から組子2本に平行にかませるようにして、取付け

プレートをセットし、取付けボルトをしつかり締めつけてください。
ベッドの横桟に電池ケースが水平になるように取付けてください。
※このメリーが取付けられるベッドの寸法は<図‐2>の とおりです。

適応寸法を満たさない場合は取付けをおやめください。

ベッドの

制

r l l l

取付けボルト
‖
取付けプレー ト

2ロアームの取付け 38サ~クルパーの取付け
○アームの付け根 (アームプ

ラグ)を 、本体上部のジャッ

ク穴に奥までしつかり差し込

んでください。 (図‐3)

アーム

アームプラグ

○サークルバーを重ね合わせて、

フックに吊してください。

(図‐4〉

Ｆ　　“　　一【・札，ド一いい）
C… 上桟の高さ:22～ 43mm

D… 上桟端と組子 (たて棒)の

段差:10mm未 満
E… 組子 (たて棒)の 厚さ:

10～ 25mm

フック
小
日

サークルパー

小
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(上)

(裏面に続きます)



4ロクロス′t―の取付け
(4組 )く 図‐5〉

①クロスパーにフックパーを

通します。

②サークルパーの玉の下穴に

フックパーを差し込み、90°

回転させた後、引張つて固定

します。玉の色を含わせて、

差し込んでください。

③同様に、台計4本 を差し込

みます。      ・

①電池ケースのカパーを

開けます。

②ボリュームダイヤル (メ

インスイッチ)が OFFで あ

ることをご確認の上、別

売の単 2乾電池4本 をセ

ットしてください。

(図。フ〉

電池の十一を間違えない

ように正しく入れてくだ

さい。逆に入れると故障

の原因になります。

《電池便用上のこ注意》
●メロディと回転は同一電源のため、回転しなくなつたり、首が聞

こえなくなつたら、電池の寿命ですので、新しい電池4本 と取り

替えてください。

●電池を取り替える際は、必すボリュームダイヤルをOFFに してく

ださい。ONの ままで電池交換しますと、故障の原因になります。

●1カ月以上ご使用にならない場合は、液漏れ防止のため、電池を

取りはすして保管してください。

メイン&ポ リェームダイヤル

電源スイッチのON/OFFと 、

音工の調節ができます。

音センサーダイヤル
音センサーの感度を5段階から

選べます。 (OFFにすると通常

のメリーとして使用できます。)

本製品は、『通常モー ドJと「ないたらモー ドJの2

つの便用方法が選べるメリーです。必要に応じて、

こ使用ください。

一般のメリーとして使用できるモー ドです。8出 のメロディ

の中からの出目選択と,首 工調節ができます。

●つかいかた
こ使用前に、首センサーダイヤルがOFFになつていることをご確認

ください。

①選出ダイヤルで曲目を選択します。

②メイン&ボ リュームダイヤルを右にまわし、お好みの音塁に合わ

せます。

●こ注意
※メイン&ボ リュームダイヤルをOFFに するまで同じ曲が繰り返し

流れます。

※途中で、曲目 ・首量をかえることができます。

※ 「ないたらモー ド」でご使用になるときは、一度、メイン&ボ リ

ュームダイヤルをOFFに してから、設定してください。

『ないたらモードJは 、音センサーを利用して、ある音量に

なると、センサーが感畑し、メリーが作動するというモード

です。メリーの作動は、首感畑後 『約6分 間 (出目によつて

異なります)」 です。 r約 6分 Jた つた後に、また音を感知

すると、再Eメ リーが約6分間作動します。

(以降電池寿命が切れるまで繰り返します)
8出のメロディのなかからの出目選択と、音工調節ができます。

●つかいかた

①選出ダイヤルで、お好みの出を選択します。
②音センサーダイヤルを 「OFF」の位置から「1から5」の間に含
わせます。5が最も高感度になつてます。

③メイン&ボ リュームダイヤルを右にまわし、お好みの音量に含わ

せます。

※この状態ではメロディや首量を聞くことはできません。設定前に

通常モー ドでメロディや首里をご確認の上、首量あわせをおこな

ってください。

●調節例

この音センサーは、感度を5段階に調節できます。

感度は、ダイヤル表示の1～5の順に高感度 (小さな音にも反応し

やすい)に なつています。

赤ちゃんの泣き声の大きさ、蔵長、取付け環境に合わせて、感度レ
ベルを調節してください。

①反応がないようでしたら、ダイヤルを右に回して調節して感度レベル

を上げてください。

①反応しすぎるときは、ダイヤルを左に調節して感度レベルを下げ

てください。

0こ 注意
※音センサーダイヤルをOFFに するまで、 「ないたらモー ド」の待

機状態が続きます。

※待機中も電力は使いますので、こ使用にならないときは、メイン

&ボ リュームダイヤルをOFFに してください。

※このメリーは、首センサー機能がついています。

音センサーは、 「音の大きさJに 対して反応するものです。

赤ちやんの泣き声のほか、話し声や拍手s生 活音などにも反応し

ます。また、振動 ・衝撃などにも反応しますのでこ注意願います。

※途中で曲目はかえられません。曲目をかえる時は一度電源をOFF

にしてないたらモー ドの使い方①にに戻つてください。ないたら

モード作動中に曲名を変更した場合、次回の作動時から新しい曲

にかわります。

※使わないときは、スイッチを切つてください。

※長期間使わないときは、電池を消耗するので電池を抜いてください。

5口動物節うの取付け
(大4個 、小4個 )く 図口6〉

①クロスパーの短い方に、動物

(大)を吊してください。

②クロスパーの長い方に、同じ

種類の動物(小)を吊してくださ

い。

③同様に、合計8個の動物を吊
してください。

置山ダイヤル
8曲のiCメロディから

自由に選出できます。

コンピ株式会社
お客様相談室/〒 339-0025 埼 玉県岩槻市釣上新田271

TEL.(048)797-1000 FAX(048)798-6109

電話受付時間:AM10:00～ PM5:00(祝 察日を除く月曜～金曜日)


