
ご使用の前に必すこの取扱説明書
をよくお読みの上、正しくお使い

ください。また、開梱後も大切に

保存してください。
●友人などに本品をおゆすりにな
るときは必す本書も併せてお渡
しください。
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このラックをお便いしヽただけるお子さまの年令は

0～ 4オ 頃までです。

●0～ 2、 3カ 月頃までは
一番寝かせた位置から3

段階の間でご使用くださ

い 。

●5、 6カ 月頃～4オ 頃ま

では一番立てた位置から

2段 階の間でご使用くだ

さい。

●跡ず保護者の目の届く所で使用してください。

●落下するなど強い衝撃が加わり変形、割れ、部品破

損が生じたラツク|よ使

用しないでくださしヽ。

お子さまが落下する恐れがあります ローーー

●各ベルトはお子さまの体に合わせてきちんと締めて

ください。(P8を 参照)

●リクライエング角度を変えたとき|よ、そのつどベル

トを調節しなおしてください。

●股ベルト、腰ベルトは跡ず使用して<ださい。

リクライエングを寝かせて使用するときは跡ず肩ベ

ルトを使用してください。

※お子さまがずれ落ちベ

ルトが首にからまる恐

れがあります。

●お子さまが座画に立つたリテーブルや手すりから身

を乗り出さないよう注意してください。

思わぬ事故をまねく

●リクライエング角度を変えた後は跡ずリクライエングロックをしてくださしヽ。

●ワッションは跡ず取り付けて使用してください。
座画に穴等がありお子さまが傷つくことがありま軌

●ラックを改造したり、分解することはおやめください。



―― 思わぬ危険をまねく恐れがあります
●お子さまガラツクの下にもぐり

込まないようにしてください。

●落下物の心配のある場所での使用はあやめください。

●ストーブなど火気の側での使用はおやめください。 ●お子さまがラック(車輛ブレーキ等)を操作すること

はおやめください。

―――ラツクが転倒しお子さまが
落下する恐れがあります

●移動するとき以外は車

臨ブレーキレブヽ一を、

STOP位 置に固定し

てください。

●傾斜、階段、段差のあ

る場所又タイナレの上な

ど、すべりやすい場所

での使用はおやめくだ

さい。

●二人以上のお子さまを

乗せないでください。

●お子さまを乗せたままで持ち上げ

て移動しないでください。

●お子さまが乗り降りする時は必ず

保護者が付き添つて下さい。

●お子さまを乗せたまま高さ調節を

しないでください。

恐れがあります

●屋外での使用はおやめください。

●風雨にさらすことはおやめください。

●お子さまを乗せる目的以外(荷物の運搬等)の使用はおやめください。



`

八イ &回 ―ラック「メロール」にはつぎのような機能があります。

参考年令

5,6カ 月頃～4オ 頃までは立てた

角度であ食事や一人近ぴ用の

チェアとして

0ミエベッドからAイチェアに(0～4才頃まで)
0～ 5,6カ 月頃までは寝かせた角度で

ミニベッドとして

0高 さ5段階調節
座卓やコタツ、ダイエングテーブルの高さに合わせ

て、5段 階に高さ調節ができ、便利です。

θ移動もらくらく
車輛がついているので、部屋から部屋への移動が簡

単。ママのそばで赤ちやんはいつも安はです。

※ロッキングの位置

(一番低い位置)のとき

は、車輛は使用でき

ません。

功

プヽ

0ロ ッキングでごきげん
寝かしつけるときやぐずつている赤ちやんをあやす

のにロッキングの揺れが効果的です。

炉子う

0よ り安全のために
股ぺ)レト、腰ベルトの他にコンピ独自の肩べ'レトが

ついています。思わぬ動きをする赤ちやんに、より

安全にお便いいただけます。



腰ベルト(左右)

股べ,レト

テーブル

足受け

クッション

肩ベルト(左右)

バック)レ

テーブルストッパー(左右)

高さ調節レバー(左右)(「彗]屋託暮)

ステップ

l」クライエングレバー

リクライエングロック

リクライエングロッド

車輔ロック

前ステー 後ステー



本体を少し持ち上げるようにしながら左右の高さ調節レバーを押して本体を上下させてく

ださい。

高さ調節レバー

●糞路鑓高繁堅話関撚醍茫審益こ壇建築て鞭用<ださい。

ロッド

一番低い位置でご使用のときは図のように、

前ステーおよび後ステーを
“
カチッ

"と
首が

するまでヨ|き出してください。固定された状

態になります。

前ステー

●お子さまを乗せたままで高さ調節をすることは、

絶対におやめください。

お子さまが落下する恐れがあります。

●高さを一番低い位置以外で使用するときは、出

ず前ステーおよび後ステーは収納状態にしてく

ださい。

お子さまが本体の下に入ると、ステーに首がひつ

かかる恐れがあります。
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●
図のように、前ステーおよび後ステーを収納された状態にしてください。

●ステーがヨ|きだされたままですと、

ロッキング位置になりません。

前ステー

●
高さ調節賜 い で高さを一番低い低置にしてください。

。一番低い位置でないとロツキングになりません。

● リクライエング角度はロッキングの角度でご使用ください。

ロッキングの角度

傷諮盤観引

●お子さまの首がすわらない生後2～3カ月頃までは、一番寝かせた角度でご使用くだ

さい。

●背もたれを立てた状態では、赤ちやんが前のめりになり危険です。Julず「ロッキング

の角度」にしてご使用くださしヽ。

●お子さまの様子に気をつけ、適度にゆらしてください。

●背もたれの上部にお子さまの頭が当たる場合、ロッキングでの使用をあやめ

ください。



00メ ッヽクルのPRESSマ ークを親指で強く押して、の股ベルトから左右の腰ベルトをはず

し、0腰 ベルトから肩ベルトをはずします。

ベルトカメヽ一

LXを お買い上げのみなさまに

ベルトカバーを図のように各ベルトに通してご使用ください。

べ,レトカメヽ一

肩ベルト

●
クッションを上げて股ベルトの長さを調節します。

股ベルトは端末まで8Crn以上の余裕を持つ

て、図のように調節してください。

間違つた取り付けをしますと、ベルトが抜

け、お子さまが落ちる恐れがあります。

調節後、股ベルトをヨ|き上げ抜けないこと

を確認の上ご使用ください。

0腰
べ'レトの長さを調節し、左右の長さを同じにします。



●
べ,レトがゆるすぎたり、きつすぎる場合は、0ま たは0に 戻つて調節し直します。

●肩ベルトと股ベルトの長さ調節は、股ベルトの方で調節してください。

● リクライエングの角度を変えるとベルトの長さが変わります。リクライエングの角度を変え

るときはベルトの長さを調節し直してください。

角度を変えたときは、跡ず

べ)レトも調節してください。

●
肩べ,レトを使わないときは、クッションの裏側|こ入れておきましよう。

クッションの裏側に

収納できます。

お子さまを確実にホールドするために、ベルトは大人の親指が入るくらいの余裕をもつて

しつかりと締めてください。
もし調節中にベルトが抜けたときは図のようにセットしてくださしヽ。

●股ベルト●

み
端末まで8印

｀
く》

以上余裕をもつて
セットしてください。

間違つた取り付けをしますとベルトが抜け、お子さまが落ちる恐れがあります。



背角度は5段階に調節できます。

●リクライエングロックを解除し

のリクライエングレパーを手前にヨ|きながら

0お 使いになる角度のところでリクライエングレバ
ーを戻します。

●リクライエングロッドが溝に入つていることを確

認してください。

0リ クライエングの角度を決めたら図のようにして

跡ずロックしてください。

リクライエング

＼ ロツク

リクライエング
ロッド

リクライエングレパー

リクライエング操作時以外は、出ずロックをしてください。

思わぬ危険をまねく恐れがあります。

リクライエングのめやす
5,6カ 月頃～4オ 頃まで(チェアとして)

0～ 5,6カ 月頃まで(ミエベッド・ラックとして)
●赤うゃんの首がすわらない生後2,3カ 月頃
までは一番寝かせた角度でご使用くださしヽ。

ロッキングのときの角度

0本 体両サイドのテーブルストツパーを外側にヨ|き

だしておきます。

0テ ーブルキャスターを本体の差し込み穴に差しこ

み、テーブルストッパー左右を押しこみます。

0テ ーブルを軽く動かしてセツトできているかを確

認してください。

●テーブルをはずすときは、テーブルストッパーを

外倶Jにヨ|きだしてはずしてください。

●テーブルをはずしているときは、テーブルストッ

パーを押しこんでおいてください。
テーブルキャスター

お子さまが本体差し込み穴に指を入れないよう注意してください。



ミニベツドとして使うときは、本体座部から足受け

をいつばいにヨ|きだし、クッションをかrsitて使用

してください。

クッションをはずすときは、左右のゴム輪を本体両

側のフックからはずします。

取り付けるときは、クッションの形を整え、ベルト

の位置に合わせてセットしてください。軽く押える

とマジツクテープで固定されます。

●オプションとして洗い替えセットがあります。

●テーブルや本体が汚れたときは、必ず薄めた中性洗剤かぬるま湯で拭いてくださしヽ。
●べ,レトは水拭きしてから陰干ししてください。

ク ッ シ ョ ン

ドライク
リーニン
グはしな
いで<だ
さい

アイロン
掛け|よ
しないで
ください

漂白剤は
つかわな
いで<だ
さい 揚

日陰で
平干して
ください

ベル トカバー

日 揚
】受 バミ )レ ト 揚

洗剤を原渡のまま使用すると、本体がわれる可能性があります。

跡ず薄めた中性洗剤を使用してください。

LXを お買い上1ザの方へ ・下記の点にご注意ください。

●洗剤は、天然脂肪酸をベースとした、蛍光剤、香料、酵素などを含まない洗剤を使用し、十分にすすぎをお
こなつてください。

●洗濯時他のものと混ぜて洗わないでください。

●「アレ,レゲン」のないカロエ剤を使用しているため、多少色あせすることがあります。
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赤うやんにとつて、ママの腕の中やひざの上にまさるb落 着く場所はないでしよう。でもママは赤ちやんにか

かりつきりという訳にはいきません。ラックはどこへでも簡単に移動ができますから、ママが仕事をしている

そばに置けばママの姿が見え、赤ちやんのb理 的欲求にこたえることができ、赤うやんは安出します。ママも

安,いして家事をしたり、読書など、ご自分の時間が持てます。またラックの中の赤うやんはベッドに獲ている

ときや、ママの背中におん応ヽされているときとは違つた視点でまわりの物を見ることができます。

QaA

コンピ株式会社
製品にお気づきの点がございましたら、「お客様相談室」までこ連絡ください。

お客様相談室/〒339-0025埼玉県岩槻市釣上新田271    TEL.(048)797-1000 FAX。(048)798-6109

Qlラ ツクは生後何力月から使用できます
か?

A:退遷辮 ぞ思薔監話累とゃんは首
がすわつていないため、背を立てた角度で、身体を

起こして使うことは無理です。水平に近い角度で

獲かせてご使用ください。首がすわつてからは赤

ちゃんが喜rsiR度を選んであげてください。

Q21日 に何回くらい、何分くらい座らせ
ておいて六支夫ですか?

A:蚕試経諮盤 。  農 鰹躍
り遊びしていられる時間がめやすになります。

赤ちやんには、やはリママの抱つこが一番です。

ラックに入れづばなしは良くありません。

また、広いベッドや馬、とんの上で身体を自由に動

かすことも大切です。1日の使用時間は合計3～4

時間が望ましいでしよう。ラックの中で赤うやん

が眠つた場合は、すぐにベッドやふとんに移す

と、目をさますことがありますので、獲ついた頃

を見て移してあげてください。

ラックを上手にご利用されて、赤うやんもママも

快適な日マをあ送りください。


