
コンビ ベビーレーベル

おまるでステップ
(便座&ス テガ 薫用オマル)

取扱説明書
お子さまの安全のために、こ使用前には

必す本書をお読みいただき、記載された

内容に従つ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

ださしヽ。なお、本品を他のお客様にお譲り

になるときは、必す本書もあわせてお渡

しくださしヽ。

取り|よすしてある部品は、本書をよく読

んで取り付けてください。

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。
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■ご便用の前に

この製品|よ、お子さまのオマルから大人用の 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。

取つ手、補助便座、取つ手ホールキャップ、本体、中桶、オマルフタ、ステップ天板を必要に応じて組

み替えることにより、4種類の使しヽかたが可能となります。

● オマルとして

おむつ離れのための トイレトレーニングの第1段階として使用します。

● 幼児用の補助便座として

洋式の大人用便座に取り付けて、オマルから大人用 トイレヘと移行するために使用します。

取つ手は取り|よすしても使用できます。

● 幼児用のステップ(踏み台)として

補助便座とセットで、大人用便座への乗り降りの練習に使用します。また、単体で、洗面所での手

洗いや歯みがきなどにも使用できます。

■ 使用場所

トイレ、洗面所および室内でこ使用くださ

しヽ。

■ 対象年令 (適用体重)

●オマルとして  !6ヵ 月頃から

●補助便座として i]才6ヵ月頃から

●ステップとして i2才頃から6才頃まで

(適用体重|よ30kg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|ナが可

高ヒ)

※一部特殊な形

状の大人用便座

に|よ取り付けら

れなしヽものもあ

ります。
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・　　獅姓　　・

製品を使用する上でこ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、製品をこ使用ください。

△ 注 意

安全にこ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、お子さまは思わめ動きをし、

ケガをすることがありますので、こ使用の際は必す保護者の方が付き添つてください。

●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しヽ。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しヽ場所で|よ使用しない

でくださしヽ。転倒やケガのおそれがあります。必す平らな場所でこ使用くださしヽ。

●「使用目的および用途」に書かれてしヽる用途以外で|よ使用しなしヽでくださしヽ。

●オマルおよびステップとして使用する際は、本体の裏側にあるゴム足は、確実に奥まで押し込んだ

状態でこ使用くださしヽ。万一、ゴム足が|ますれた際に不安定になり転倒やケガの原因となります。

●補助便座として使用する際|よ、ゴム足が確実に装着されていることを確認してくださしヽ。ゴム足が

はすれた際は必す元通りに補助便座に装着してくださしヽ。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。

●取つ手付でこ使用の際は、ほすれて転径」することのなしヽよう、必す ドライパーを使用して、ネジを

しつかり締め、ガタつかなしヽことを確認してからこ使用くださしヽ。

●補助便座の裏側にある固定具の調節の際|よ、溝にしつかり固定具をあわせ、大人用便座の横幅に

あってしヽることを確認してからこ使用くださしヽ。

●本体と補助便座は、前後を確認して、確実に、はめあわせてこ使用くださし`。使用中に|よすれて転

倒し、ケガをするおそれがあります。

●お子さまが前方(取つ手)に体重をかけたまま乗り降りすると、転倒やケガの原因となりますので、

必す保護者の方が付き添つてくださしヽ。

●補助便座への乗り降りの際は、必す保護者の方が補助してください。また、ステップを使用して]

人で乗り降りができる頃でも、必す保護者の方は目を離さなしヽでください。

●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しヽよう注意してくださしヽ。

●取つ手をつかみながらの補助便座への乗り降り|よさせないでください。補助便座がひつくり返り、

転仁」してケガをするおそれがあります。

●取つ手をはすして使用する場合には、取つ手ホールキャップを取り付けてこ使用くださしヽ。

●大人用便座に4つのゴム足がすべて接地してしヽることを確認してくださしヽ。補助便座が不安定にな

り危険です。

●本体とステップ天板|よ、前後を確認して確実にはめあわせて使用してくださしヽ。使用中にはすれて

転径」し、ケガをするおそれがあります。

●ステップの上に飛び乗つたり、飛び跳ねたり、2人以上での使用はしなしヽでくださしヽ。思わぬケガ

をするおそれがあります。

●破損のおそれがあるので、適用体重以上の荷重をか|ナないでください。

●濡れた足での使用はすべりやすく危険ですのでおやめくださしヽ。

●必す補助便座のゴム足が、パイルカパ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

しヽ。オマルおよび補助便座をとして使用する際に不安定になり危険です。
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■お子さまをオマルに座 らせてみましょう !

トイレトレーニングをする場合、しヽちばん大切なのは、お子さ

まのペースで始めることです。オマルにすわらせて慣れるとこ

ろから始めてみましょう。あせらす、しからす、]度でもオシッ

コができたら、おおしヽにほめてあげましょう。

組立手順

ステップ天板を本体裏面から取りはすす

△ 注 意

ネジは必すドライパーを使用して、しつかり締めてくだ

さしヽ。こ使用の前には、ネジのゆるみがなしヽかを確認し

てくださしヽ。

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」※5ページをこ覧くださしヽ。

中桶を本体にセッ トする

中桶の持ち手が本体の前倶」(「く」の刻印のある方)にくるよう

にセットしてくださしヽ。

組む

図のように、①本体(中桶)、②補助便座、③オマルフタを組

んでくださしヽ。(本体は「く」の刻印がある方が前になります)

△ 注 意

本体と補助便座は、前後を確認して、確実に|よめあわせ

て使用してください。使用中にはすれて転径」し、ケガを

するおそれがあります。

排泄物の処理のしかた

排泄物はそのつど、すぐに処理するようにしてくださしヽ。こ使用前

にトイレットペーパーを中桶の中に敷しヽてからトレーニングさせる

と、排泄物の処理がスムーズに行えます。
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取つ手をつける

取つ手についてしヽるネジをしヽつたんはすしてから、図のように、

①取つ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。

ａ
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ルカバーBL型」をこ使用くださしヽ。

3

オマルとして…

オマルフタ

ゴム足(41回)

※取っ手ホールキャップは、取つ手なし補
助便座として使用する際に必要な部品で
す。紛失しなしヽように保管してくださしヽ。

ステップ天板は

本体の裏面に収

納されてしヽます。

ステップとして…

洗い替えには別売の「パイ

「く」の亥」印



※図は取つ手付き補助便座の状態ですが、取つ手なし補助便座としてこ便用の際も同様に取

り付けてください。

1軍雪だ柔好jレ君点坐髪:1標留4];:署);F丹5う泉
を整えてください。

2貿8査是5六]器、邑棚

補助便座の裏側に通したゴムひもを図のよう

に、ひつかけて固定してください。

補助便座を裏側にして、補助便座のゴム足がパ

イルカパーのゴム足通し穴4カ 所から確実に出る

ように取り付けてこ使用ください。

△ 注 意

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

出ていなしヽと、オマルとして使用する際に取り付|ナが不安定

となります。また、補助便座として使用する際|よすべりやす

くなり、転倒のおそれがあります。

インターネット上に育児コミュニティを開ましています

.COm
コンピ株式会社
製品にお気づきの点がこざしヽましたら、 「お客様相談室」までこ連絡ください。

お客様相談室/〒 3390025 埼 玉県岩槻市釣上新田271

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



■大人用 トイレで トレーエングを始めま しよう !

オマルを卒業したら、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すに、

]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|ザ

てください。

補助便座として2通 りの使用方法があります 一トーーーー…十 ~…  …  …… 十ヽ一…~ ~ ~|

●取つ手付き補助便座として

お子さまが安定してすわれるようになるまで。

●取つ手なし補助便座として

お子さまが安定してすわれるようになり、ステップを使つて乗り降りできるようになつてから。

取つ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、取つ手の

付いた状態でこ使用ください。

大人用便座への取り付け手順

1 ン 槽千:を名せて、固定具の位置を調節してくださしヽ。

取つ手なし補助便座として使用する

1 番断 里ぱ唇乙てネジをはすし、②取つ手を取り|よすし

大人用便座の種類によつて固定具の位置や向きを変えてください

パイルカバーをこ使用の際は、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。

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   取 つ手付き補助便座の場合

幣
卜・
官活鑑鮭輔]己3発さま
が、りきみやすしヽように小水受けが

小さく設計されてしヽます。

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。

てくださしヽ。

※ ネジ|よ、紛失を防ぐために再度取つ手に取り付けて保管

してくださしヽ。

取つ手ホールキャップをつける

取つ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つかかるように差し込んでくだ

さい。

安定して座れるようになったら、ステップを使つて]人で乗

り降りする練習を始めましょう。ステップの取扱方法につしヽ

ては、「ステップの使しヽかた」(8ページ)を参照してください

注 意

お子さまの乗り降りの際|よ、必す保護者の方が補助してくださしヽ。

※ 取つ手ホールキャップをはすす際|よ、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すしてください。

①↓ ゴム足通 し穴

ゴム足(4カ所)

補助便座(裏面)大 人用便座(裏面)

●固定具は必す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|よ、固定具が溝にしつかりはめ

込まれていることを確認してからこ使用ください。

はめ込まれ

ていなしヽ

はめ込まれ

てしヽる

●お子さまの乗り降りの際は、必す保護者の方が補助してく

ださしヽ。

●取つ手をつかみながらの乗り降りはさせなしヽでください。

取つ手

天人 用便陛 の種類 にぶ つ こ回疋具 の位直 T」l則さ を変 え Cく

大人用便座の横幅が狭い場合   大 人用便座の横幅が中間の場合

(固定臭の向きを変える)

※固定具の位置を変える場合には、①左右のツバ ※ 固定具の向きを変える場合には、③

を持つて固定具を持ち上|ザ、②溝に沿つてスラ  固 定具を持ち上げて④半回転させて

イドさせて、溝に固定具をはめ込みます。     か ら、⑤溝に固定具をはめ込みます。

取つ手ホールキャップ

取つ手なし補助便座の場合
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パイルカバー以外の部品のお手入れ

●汚れた場合|よ、乾しヽた布で8 きヽ取るか、水もしくは薄めた中性洗剤で洗しヽ、やわらかしヽ布などでよく氷

気をほ、き取つてくださしヽ。

※中性洗剤以外の洗斉」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つてください。

洗濯には必す30℃ 以下の水を使用し

てくださしヽ。なお、洗濯機の場合は

弱水流で、手洗しヽの場合は弱く洗つ

てください。

ライクリーニングはしないでくだ

い 。

塩素系漂白剤は使用しないでくださ
しヽ。

揚  窪辱9衝零k母ぎ Pよ
いところで

アイロンのこ使用はおやめくださ
い 。

手絞りの場合は弱く、洗濯機脱水の

場合は短時間で行つてください。

■ステ ップと して便 つてみま しょう !

取つ手なし補助便座と      男 児の刀

あわせて使用する。        便 用すそ

ステップ天板を本体へ取り付ける

図のようにステップ天板の幅の狭い方が本体の前倶」(「く」

の刻印のある方)にくるように押し込んで取り付けてくだ

さしヽ。 「く」の刻印

注 意

●補助便座は、1番奥に取り付けてくださしヽ。型式によつて|よ、補助便座のゴム足が大人用便座に

接地せす、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

くださしヽ。(ただし、この場合は温水洗浄機能が使用できなしヽことがあります)

●補助便座の裏側にあるゴム足は確実に装着されていることを確認してください。浮しヽたり|よすれ

かけた状態で使用しなしヽでくださしヽ。

●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|よさんだりしなしヽように注意してください。

男児のオシッコのときに

取つ手 ポリプロピレン

ポリプロピレン

ポリプロピレン

TPE梅 胡旨

本体

ゴム足

ポリプロピレン

TPE樹 脂

オマルフタ ポリプロピレン

ステップ天板 ポリプロピレン

中桶 ポリブロピレン

取つ手ホールキャップ ポリプロピレン

ブくイ)レカバー 表糸 iアクリル1000/0

裏糸 !ナイロン800/0、ポリウレタン200/o
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●本体の裏側にあるゴム足は確実に奥まで押し込み、浮いたり

|ますれかけた状態で使用しなしヽでくださしヽ。

●必すステップ天板の裏側の差し込み足(4本)を本体の穴に最

後まで確実に押し込み、ステップ天板と本体との間にすき間

がないことを確認してこ使用くださしヽ。


