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1口赤ちゃんは思わぬ動きをすることがあります。

必す保護者の目の届くところでお使いくださ

しヽ。

38股ベルトと腰ベルトは財す使用してください。
リクライエング角度を寝かせてお使いになるときは

必す肩ベルトも使用してください。

5ロリクライエング角度を変えた後は、必すリクライ
エングロツクをして<ださい。

2.ぉ使しヽしヽただけるお子様の年令は0～4才頃まで
です。

・0～ 2,3カ 月頃までは一番寝かせた位置で
。2,3カ 月頃～ 5,6カ 月頃までは一番寝かせた位置

から3段階の間で
。5,6カ 月頃～4牙 頃までは一番

立てた位置から2段 階の間で

4.ベルトがゆるしヽと赤ちやんがスリ抜けたりして危険で
す。赤ちゃんの体に合わせてきちんと締めて<

ださい。また、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直してください。

6日移動するとき以外は、出ず次のことを守つて<だ

さい。

1.前脚のキヤスターロツクレ/ 一ヽを上げ車輪を回

転させ固定して<ださい。

2.後脚のブレーキレバーをSTOP位 置にして

固定させてください。

ご注意 前 脚のキヤスターは高さ調節が一番高い状態で

ないと使用できません。



7日赤ちやんが乗つてしヽるときは、他 の お 子 様 が 車 輪

ブレーキレ′ヽ一などをさわつたり、動かし
たりしないように、十分ご注意ください。

98赤ちゃんが座面に立つたり、ラツクから身を
乗りだしたりすると大変危険です。ご注意くださ

い 。

118お子様を乗せたままこ 高さ調節をしない

で ください。

138クツシヨンを取りはすした状態で使用しな
い1でください。

8日次のような場所では使わないでください。
・ストーブなど火気のそば

・落下物などの心配のある場所

・階段のそば、段差のある場所

10Bお 子様が乗り降りするときは、必 す 保 護 者 が付

128お子様を乗せたままЦ持ち上げて移動し
ないでください。

1488め台など他の用途には使用しないでくださ
い 。



ハ イ &回 ― ス ウ イン グ ラ ック 「ロ ワ イ ヤ ル 」に はつ ぎ の よ うな 特 長 が あ ります 。

0長 期間使えます(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 ツ ドと して

5,6カ 月 頃 ～ 4オ 頃 ま で は立 て た

角 度 で あ食 事 や 一 人 遊 び 用 の

チ ェ ア と して

0高 さ 5段 階調節
座卓や コタ ツ、ダ イエングテープル の高さに含わせ

て、 5段 階 に高さ調節 ができ、便 利 です。

0キ ャスター付きで移動もらくらく
小□りがきき移動 が簡単、ママのそ ばで赤ち やん は

しヽつ も安bで す。

0ご き げんスウ イング
雇かしつけるときやぐずつている赤ちやんをあやす

のにスウィングの揺れが効果的です。

0確 かな安全性
股ベル ト、腰ベル トの他 にコンビ独 自の肩ベル トが

ついています。思わぬ動 きをする赤ち ゃん に、よ り

安全 にお使 いしヽただけます。

0肌 にやさしい新繊維素材
「ロワイヤル グ レース LX」 に使 われている生地はアレルギー症状

の原因とな る物質 (アレルゲ ン)を 取 り除いた肌 にやさ ししヽ新繊維

素材 (ラ ・モルフエ )を 使用 してい ます。



腰ベルト(左石)

テーブル

クッション

肩ベルト(左右)

メミック,レ

股べ)レト

高さ調節レバー(左右)
足受け

(「彗3屋託暮)
ステツプ

キャスター部

テー7ルストッパー(在石)

カ ィングレバー(在石)

高さ表示(左石)

ベビートレー

車輛ブレーキレバー
(左右)

リクライエングL/1一ヽ

リクライエングロック

リクライエングロツド

キヤスターロックt/1卜(在石)

1.跡ず左右の前脚キヤスターを固定してください。

次に左右の高さ調節レバーを押し上げたまま本体を上下させてください。

2.お使いになる高さで左右の調節レバーから指を離してくださしヽ。

その時、左右の高さ調節表示が含つていることを確認してから使用してくださしヽ。

くヽミヽヾ
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GD肋 ず前脚のキヤスターと後脚のブレーキを固定してくださしヽ。

ご注意 ・冥唇予りう増鑑
~ズに

C)l」クライエング角度を、スウィングの位置にしてください。

●赤ちやんの首がすわらない生後
2～ 3ヵ 月頃までは、一番寝か

せた角度でご使用ください。
●スウィングは、背もたれを立て

ご注意  た 状態でも作動しますが、その
とき赤ちやんが前のめりになつ

たり、頭がぐらついたりする場
合は、出ず、 「スウイングの角
度」にしてお使しヽください。

く)左 右のスウィングレバーを図のようにSWiNG位 置にするとスウィングできます。

●小さいお兄ちやんやお姉ちやん

がいたずらにスウィングさせる

ご注意  露碁李替辱雪石承Ъ己岳軽志
ことも危険です。十分注意して

ください。

CDス
ウィングしなしヽようにするには、スウィングレバーを図のようにLOCK位 置にすると固

定されます。
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1.キヤスターロツクレノヽ一を下げますと□

ックが解除され車輪が自由にまわり方向

転換がらくに行えます。

2.固定する場合は、キヤスターロツクレバ
ーを上げ車輔を図の位置にしますと固定

されます。

キヤスターロツクレブヽ一

キヤスターロツクレブヽ一

背角度は5段階に調節できます。

①リクライエングロックを解除し

②リクライエングレバーを手前にヨ|きながら

③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。

④リクライエングの角度を決めたら図のようにして

出ずロックしてください。

イエング
ロック

リクライエング
ロッド

リクライエングレバー

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(ミニベッド・ラックとして)

●赤ちや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<だ さしヽ。

スウィングのときの角度



電DO/ド
ツクルのPRESSマ ークを親指で強く押して、0股 ベルトから左右の腰ベルトを|よず

し、0腰 ベルトから肩ベルトをはずします。

ベルトカメ

グレースLXを お買しヽ上げのみなさまに

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。

ヽ
一

ベルトカメヽ一

肩ベルト

CDワ
ッションを上げて股ベルトの長さを調節します。

電D腰
べ)レトの長さを調節し、左右の長さを同じにします。



CDベ ルトがゆるすぎたり、きつすぎる場合は、②または③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しヽ。

《》
l」ワ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。lJワライエングの角度を変え

るとき|よベルトの長さを調節し直してくださしヽ。

角度を変えたとき|よ

跡ずベルトも調節し

てください。

く)肩ベルトを使わないとき|よ、ワッションの裏侵」に入れておきましょう。

ワッションの裏倶Jに

収納できます。

赤ちやんを確実にホールドするためにベルト|よ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しヽ。

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い。

●股べ)レト●

以上余裕をもつて

セットしてください。

●‖要べ)レト●
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図のようにベビートレーを取り付けてください。 トレーカバーをセットしてください。

トレーカメヽ一

ベビートレー

部

④本体両サイドのテーブルストッパーを外倶」にヨ|き

だしておきます。

②テーブルガイドを本体の差し込み穴に差し込み、

テーブルストッパー左右を押し込みます。

③テーブルを軽く動かしてセッ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

外侵」にヨ|きだしてはずしてください。
●テープルをはずしているときは、テーブルストッ

パーを押し込んでおいてください。

テーブルストッパー

テーブルガイド

ミニベッ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、クッションをかぶせて使用

してください。

クッションをはずすときは、左右のゴム輛を本体両
倶J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<だ さい。軽く押える

とマジックテープで固定されます。
●クッションは必ず取り付けてご使用くださしヽ。

9



ベルトと本体のお手入れ方法

テープルや本体が汚れたときは、出ず薄めた中性洗剤かぬるま湯で拭いてください。

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、ベルトカバー、股ベルト、ベビートレーカバーのお手入れ方法

グレースLXを お買い上げのみなさまに、

下記の点にご注意の上お手入れしてください。

●洗剤について、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」のない力□工剤を使用しているため、多少色あせすることがあります。

洗濯機の水流は弱

勘
弱い訪 い

ドライクリーニン

グはしないでくだ

さい

漂白剤はつかわな

いでください

日陰で平干してく

ださい

アイロン掛けはじ

ないでください

グレースLX(ラ ・モルフェ)の 特長

通常、繊維素材には様々なカロエ剤を使用しています

そこで 「ラ 。モルフェ」は…

1200種類にも及rsi繊維カロエ剤を40年に及JSiアレルギー反応テストを行い人体への影響の表

れなかつた4種類のカロエ剤のみを綿100%素材にカロエした繊維素材です。

綿100%の素材は本来、吸湿性、通気性に大変優れ、さらにアレルギー反応を最も起こしに

くい素材です。

※ラ。モルフェは敷島紡績により開発された素材です。

赤ちゃんの肌の触れる可能性の高いクッション生地、ベルトカバー、股べ)レトに使用され

ています。

アレルギー性であ肌が敏感な赤ちやんにも安出してお便いいただけます。
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そ万デ QaA 粂 署モχ寓墜啓薇春とこ聖置碧極霊唇冒塔垣原言
マ`マと

Ql
ハィaロースゥィングラツク「ロワイヤ

Jレ」は生後何力月から使用できますか?

A:0カ 月の赤ちやんからご使用できます。ただ生

まれて間もない赤ちやんは首がすわつていないため、

首を立てた角度で身体を起して使うことは無理です。

水平に近い角度で寝かせてご利用ください。首がす

わつてからは赤ちやんが喜ぶ角度を選んであげてく

ださい。

Q2毛 暑 景早 異墨 異 塔ち界 各

く らい座 らせ

A:赤 ちやんを座らせておく時間は1回 30分から1

時間位が適当です。赤ちやんが機嫌良くひとり遊び

していられる時間が目安になります。赤ちやんには、

やはリママの抱つこが一番です。ラックに入れつぱ

なしは良くありません。 1日 の使用時間は合計3～

4時 間が望ましいでしよう。スウィングをしながら

赤ち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、寝ついた

頃を見て移してあげてください。

Q3各 写碁苦

グの時間は何分くらいが適当

A:赤 ちやんが機嫌良く1央い表情でいられるかを目

安にしてください。気持ち良く眠り始めた時は、す

ぐに止めないでしばらくスウィングを続けてあげた

方がよいでしよう。あまり長<ス ウィングさせるの

はママにとつても疲れる原因になりますので、10分

位を目安に考えてください。

Q4君 樫嘉 ぢ窪 夢雰言

る 時の 最適な揺 らせ

A:赤 ちやんを「スウィングの角度」にして寝かせ、

ママが赤ちやんに語りかけながらやさしくスウィン

グしてあげることが最適といえるでしよう。赤ちや

んを気づかいながら、ゆつ<り やさしく揺らせてあ

げてください。あまり大きくスウィングさせますと

赤ちゃんをびつくりさせることになりますのでご注

意ください。赤ちやんが眠つたときは、徐マにペー

スを落してあげるようにしてください。

弊社はヨンピラックの品質について安心  1。 この制度は傷害等の身体的な損害につ  |.事 故の原因となった製品

してお使いいただける様に万全の配慮を   い てのみ賠償する制度で、製品の品質   ④ 製品の名称

致しておりますが、消費者のみなさまが、   に ついて補償するものではありません。   ③ 製品の購入先、購入年月日

正しい方法で製品をお使いになったにも  2,保 険金の限度額は3,000万円ですが、軽  2.事 故発生の状況

かかわらず、製品の欠陥により、赤ちゃ   傷 の場合でも3,000万円の賠償をする   ④ 事故発生年月日

んの身体に損害をおかけした場合は、そ    と いうことではありません。それぞれ   ① 事故発生の場所

の損害を補償するため、保険会社と提携   実 情損害の程度に応じ、保険会社の公   ⑥ 事故発生の状況

して 「生産物賠償責任保険」の契約をし   平 な査定の上、妥当な額をお支払いす  3.被 害の状況

ております。万一事故が発生した場合は   る ことになります。            ④ 被害者の氏名、年令、性別、住所

直ちに弊社にご連絡ください。       ◆ この制度はご利用者から保険の申込み   ③ 被害の状況と程度 (医師の証明)

する必要はありません、弊社がヨンピ

ラックに契約しています。

製品の仕様は改善等のため予告なしに変更することがありま曳

コンピ株式会社
本社/〒101東 京都千代田区内神田3‐16‐9

営業所/東京(03)3257‐4661・大阪(06)353-74Bl・名古屋(052)934‐3676・福岡(092)531‐7896

製品には万全を期 しておりますが、お気付きの点がございましたら「お客様相談室」まKご 連絡ください。

お客様相談室/〒339埼 玉県岩槻市鈍上新田271 TEL.(048)797-1000


