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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。
オマル、補助便座、2ステップ、1ステップを必要に応じて組み合わせることにより、5通りの使いか
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。
● 幼児用のステップ（踏み台）として
 お子さまの成長にあわせ、補助便座と２ステップ、１ステップを組み合わせて使用することでお子さ
まの踏ん張る力をよりサポートします。また、ステップのみで、洗面所での手洗いや歯みがきなどに
も使用できます。

使用条件
■ 使用場所
 トイレ、洗面所および室内でご使用ください。

■ 対象年齢（適用体重）
 ●オマルとして ：1才頃から
 ●補助便座として ：1才6ヵ月頃から４才頃まで
 ●ステップとして ：2才頃から6才頃まで
  ：（適用体重は30kgまで）
※ ステップはお子さまの成長にあわせ、調整して
ください。

注意事項

注意

●開いたフタの上に乗ったり、座ったりしないでください。フタの破損によりケガをするおそれが
あります。

補助便座として使用する際の注意事項
● 補助便座への乗り降りの際は、必ず保護者のかたが補助してください。また、ステップを使用して
1人で乗り降りができる頃でも、必ず保護者のかたは目を離さないでください。

● 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
さまが指をはさまないよう注意してください。

● 大人用便座に3カ所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。

ステップとして使用する際の注意事項 ステップとして使用する際の注意事項
● ステップをご使用の際は、必ず保護者のかたが付き添ってください。
● 特に２ステップとして使用する場合は、お子さまの体を支え、お子さまが足を踏みはずさないよ
うご注意ください。

● 本体と2ステップ用天板は、前後を確認して確実にはめ合わせて使用してください。使用中には
ずれて転倒し、ケガをするおそれがあります。

● ステップの上に飛び乗ったり、飛び降りたり、片足立ち、2人以上での使用はしないでください。
思わぬケガをするおそれがあります。

● 2ステップに立たせてのオシッコには使用しないでください。
●2ステップ用天板のみで使用しないでください。　
● 適用体重以上の荷重をかけないでください。破損のおそれがあります。
● 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い。

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かた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。

各部の名称 オマルの使いかた

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
い。ご使用前にトイレットペーパーを中桶の中に敷い
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。
※ 補助便座をはずし、中桶は図のように前方の手がかりを持
ち、上に持ち上げると簡単にはずせます。

注意

本体と補助便座は、前後を確認して、確実にはめ合わせ
て使用してください。使用中にはずれて転倒し、ケガを
するおそれがあります。

組み立てる
図のように本体・中桶・補助便座の位置を確認して組み
立ててください。

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かたが付き添ってください。
● 「使用目的および用途」に書かれている用途以外では使用しないでください。
●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は使用しない
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。

● 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
状態でご使用ください。万一、ゴム足がはず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は、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。

● 固定具をご使用の際は、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。

● 固定具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。ゆるんでいると固定
具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は、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。

オマルとして使用する際の注意事項
● 本体と補助便座は、前後を確認して、確実に、はめ合わせてご使用ください。使用中にはずれて転
倒し、ケガをするおそれがあります。

● フタの開閉時は、お子さまが指をはさまないようご注意ください。
● フタにお子さまがもたれかかると、転倒やケガの原因となりますので、必ず保護者のかたが付き
添ってください。

補助便座の使いかた
お子さまの成長にあわせ、補助便座と２
ステップ、１ステップを組み合わせて使
用することで、お子さまの踏ん張る力を
よりサポートします。

補助便座＋２ステップ 補助便座＋1ステップ

大人用便座に取り付ける
補助便座はご家庭でご使用の大人用便座のサイズに
あわせることができます。
図のように補助便座を大人用便座の前方にあわせ
て、固定具の位置を調節し、取り付けてください。

注意
お子さまの乗り降りの際は、必ず保護者の
かたが補助してください。

補助便座

ゴム足（4ヵ所)

固定具差込口

オマル

1ステップ

2ステップ

2ステップ用天板

中桶

本体に補助便座、中桶を
セットします。

2ステップ用天板は、本体の
裏側に収納されています。

フタを閉じます。

2ステップ用天板を
セットします。

フタ

本体

ゴム足（3ヵ所) 固定具（2ヵ所）

補助便座

中桶

本体

前方にあわせて
取り付ける。

補助便座の自立について

図のように便座後方を下にし、立たせる
ことで、便座が自立するため、トイレ内
の狭い場所にも収納できます。

■ 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260mm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。

260mm
以上

175～225mm



取りはずした2ステップ
用天板は、本体裏側に収
納してください。
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商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ（Customer Service Center）
受付時間：10 : 00～17 : 00（日祝日、年末年始を除く）
〒339-0025　埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271 
■総合受付（各種ご相談）窓口　商品に関するお問い合わせ/修理のご要望/各種ご相談/その他
TEL.(048) 797-1000　FAX.(048) 798-6109
■部品販売（相談）窓口　部品購入のお問い合わせとご注文 
TEL.(048) 797-1001　FAX.(048) 798-6109
＊コンシューマープラザホームページ　http://www.combi.co.jp/cp/ 

■公式ホームページ　           http://www.combi.co.jp
■公式オンラインショップ　 http://www.combishop.jp
■公式製品＆育児情報サイト・コンビタウン http://www.combibaby.com

コンビ　［ベビーレーベル］

洋式おまるでステップ

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、本製品を他のお客様に
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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■ お子さまの成長にあわせ、ステップを調整する

補助便座と２ステップを
あわせて使用する

男児のオシッコの
ときに使用する

補助便座と1ステップを
あわせて使用する

● 洗面所で2ステップを使用する場合
 お子さまのおへそのあたりが洗面台の高さ
に届きましたら2ステップ用天板をはずす
目安となりますので、お子さまの成長にあわ
せ調整の上、ご使用ください。

補助便座の使いかた（つづき）
■ 固定具を調節する
大人用便座のサイズにあわせ、
固定具の向きを変え、サイズを
調節することができます。

注意
● 固定具は必ず左右対称に取り付けて位置を決めてください。
● 固定具使用の際は、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。

● 固定具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。ゆるんでいると固定
具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。

● 固定具を強く締め付けすぎると破損します。固定具の上下にガタつきがなくなることを目安に締
め付けてください。

● 固定具を取りはずした場合はお子さまの手の届かない場所に保管してください。

ステップの使いかた

２ステップ

2ステップ用天板を本体に取り付ける

1 2ステップ用天板をはずす
図のように補助便座、中桶をはずし、本体内
側から①2ステップ用天板の2つのツメを
矢印の方向に押さえ、②本体裏側から2ス
テップ用天板をはずしてください。

2 2ステップ用天板を取り付ける
図のようにフタを閉め、天板のへこんだ部
分を手前側にして本体後方の溝にあわせ、
天板両側の凸部がしっかりとはめ込まれる
よう取り付けます。

1 図のように２ステップ用天板の両端
を持ち、内側にたわませながら、上
方向に持ち上げ、天板をはずします。

注意
● 本体の裏側にあるゴム足は確実に奥ま
で押し込み、浮いたりはずれかけた状
態で使用しないでください。

● 必ず2ステップ用天板の凸部がしっか
りとはめ込まれ、はずれないことを確
認してご使用ください。

●2ステップ用天板のみで使用しないで
ください。

トイレで…

注意
２ステップに立たせて
のオシッコには使用し
ないでください。　

手洗いや歯磨きなどに
使用する

洗面所で…
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おまるでステップ

1 フタを閉める
1ステップとなります。

1ステップ

1 ＋ドライバーでネジをゆるめます。

2 固定具を持ち上げ、調節したい位置
に回転させ、溝にはめ込み、ネジ止め
して固定します。

【広げたい場合】 【1段階狭めたい場合】 【2段階狭めたい場合】【出荷時】

大人便座の横幅が
広い時

大人便座の横幅が
少し狭い時

大人便座の横幅が
かなり狭い時

※ 下記調節でも取り付けられない場合は固定具をはずしてご使用ください。固定具の位置

2ステップ用天板

本体内側

天板のツメ

① ②

凸部

2ステップ用
天板

差込部

溝

固定具

＋ドライバー

固定具固定具

補助便座（裏側） 大人用便座取り付け時（裏側）

固定具の向きを変える

本体から2ステップ用天板をはずす

補助便座を大人用便座に
前合わせで取り付けた際
に、固定具と便座横幅の
隙間が少し空くくらいが
目安です。

本体裏側

お手入れ方法
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。

主な部品の材質
本体  ポリプロピレン
 フタ ポリプロピレン
 ゴム足 TPE樹脂
2ステップ用天板 ポリプロピレン
中桶  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

● 補助便座と2ステップをあわせて使用する場合
 お子さまの足が1ステップに届くようになりま
したら、2ステップ用天板をはずす目安となり
ますので、お子さまの成長にあわせ調整の上、ご
使用ください。


