
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。なお、本品を

他のお客様にお譲りになる場合は、

必す本書とあわせてお渡しくださ
い。
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このたびはコンビ(ハイa□ 一)ラックをお買

上げいただきありがとうございました。

●本製品は、室内におけるお子さま用の簡易

ベッド及び椅子として使用されることを目

的としています。

●ここに示した注意事項は、取り扱いを誤ま

ると、お子さまや、操作している方に危害が

発生したり、物的損害の発生が予想される

事頂を危書 ・損害の大きさ、切迫度により

「警告」。「注意」の2つ に区分してあります。

安全の為跡ずお守りください。

●お使いいただけるお子さまの条件

ラックをお使いしヽただけるお子さまの年令

は0～ 4オ 頃 (体重18kg以下のお子さまに

お使いください。)ま でです。

00～ 2、3カ 月頃まで|よ

リクライエングを一番痕かせた位置から

3段 階の間であ使いくださしヽ。

05、 6カ 月～4オ 頃まで|よ

リクライエングを立てた位置から2段 階

の間であ使いください。

表 示 内 容

誤つた取り扱いをすると、人

が死亡または重傷を負う可能

性があります。

誤つた取り扱いをすると、人

が傷害を負つたり、物的損害

があこる可能性があります。

― 思わぬ危険をまねく恐れがあります―

●跡ず保護者の目の届く所であ使い<ださい。

●落下するなど強しヽ衝撃がカロわり変形、書」れ、

損が生じたラツクは使用しないでください。

●お子さまがラックの下にもぐり込まないようにして

<だ さい。

●お子さまがラック (車輪ブレーキ等)を 操作するこ

とはおやめください。

●次のような場所での使用はおやめください。

・落下物の心配のある場所
・ストーブなど火気の倶」



お子さまが落下する恐れがあります
●股ベルト、腰ベルトは跡ず使用してください。

リクライエングを寝かせて使用するときはrul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。

●お子さまが座面に立ったり、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。

●各べ,レトはお子さまの体に合わせてきちんと締めて

<だ さい。(P5～ 6参 照)

リクライエングを変えたときは、そのつどベルトを

調節し直してください。

●お子さまが乗り降りする時は跡ず保護者が付き添つ

てください。

●お子さまを乗せたままで持ち上げて移動しないでく ●お子さまを乗せたまま高さ調節をしないでください。

ださい。

ラツクー しお子さまが落下する組れがあります
●移動するとき以外|よ、

とを守つてください。

跡ず次のこ  ● 2人以上のお子さまを乗せないで  ● 傾斜、階段、段差のある場所又タ

ください。 イルなどすべりやすい場所での便

用はおやめください。4.前脚のキヤスターロツクレバーを

上げ車輛を回転させ固定してくだ

さい。

2.後脚のプレーキレバーを STOP

位置にして固定させて<だ さい。



●リクライエング角度を変えた後は必ずリクライエングをロックしてください。

●クッションは跡ず取り付けて使用してください。

座面に穴等があり、お子さまの指などが傷つくおそれがあります。

●ラックを改造したり、分解することはあやめください。

●屋外での使用はおやめくださしヽ。

●ラックを風雨にさらすことはおやめ<だ さしヽ。

●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。

梱 乞!吉口:語  下 記部品が全てあることを確認してくださしヽ。

0本 体組み上り(クッション付)1個   の べど三トレ三ヵメヽ一 各 1個

0テ ーブル 1個   0ベ ルトカバー(LXの み)4個   0取 扱説明書 1冊

テーブル

ワッション

肩ベルト(左右)

ノヽックサレ

股ベルト

高さ調節レバー(在石)

リクライエングレパー

足受け

(「彗3こ託再)
ステツプ

キャスター部

テーブルストツパー(左右)

スウィングレバー(左右)

高さ表示(左石)

ベビートレー

リクライエングロック

リクライエングロッド

車輛ブレーキレバー(左右)

ベビートレーカバー

キヤスターロックt/1卜(左石)



●ベビートレーに5 kg以上の重量をかけると破損することがあります。

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。

ベビートレー

トレーカバー

●お子さまが本体の差し込み穴に指を入れケガをする恐れがあります。

充分注意してください。

0本 体両サイドのテープルストッパーを外倶Jにヨ|き

だしておきます。

0テ ープ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。

0テ ーブルを軽く動かしてセットできているかを確

認してくださしヽ。

●テーブルをはずすときは、テーブルストッパーを

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

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

をいつばしヽにヨ|きだし、クッションをか,鈍 て使用

してください。

●足受けにお子様を立たせると、破損しお子さまが
落下するおそれがあり危険です。おやめください。

ク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、お子さまの指な

どが傷つくおそれがあります。

ワッションをはずすときは、左右のゴム輔を本体両

倶」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しヽ。軽く押える

とマジツクテープで固定されます。



ンン 0バ ックルの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。

べ)レトカメ

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<だ さい。

ヽ
一

べ)レトカメヽ一

肩ベルト

曜ン)クツシヨンを上|ずて‖受ベルトの長さを調節します。

股ベルトは端末まで8Cm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しヽ。

超鹸 腰ベルトの長さを調節し、左右の長さを同じにします。



ン設ベルトがゆるすぎたり、きつすぎる場合は、o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、股ベルトで調節してください。

鼈勧
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、出ず

ベルトも調節してください。

連動
′
肩ベルトを使わないときは、クッションの裏倶Jに入れておきましょう。

ワツションの裏倶J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しヽを目安として
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ぃ。

●股ベルト●

み
端末まで8cln O

以上余裕をもつて
セットしてください。

●腰ベルト●

間違っ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。



●左右の高さ表示が含つてしヽないときは再度調節し直してください。
●高さを下げるときは車輔等が前後に移動します。足元に充分ご注意くださしヽ。

お子さまが落下する恐れがあります。あ子さまを乗せたままでの高さ調節|よるやめください。

1.肋ず左右の前脚キャ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い。
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。

。キヤスターは高さ調節の一番高い位置以外では使用できません。
1.キヤスターロックレメヽ一を下げますと□   2.固 定する場合は、キャスターロックレノヽ

ツクが解除され車輔が自由にまわり方向
転換が行えます。

キヤスターロツクレバー

―を上げ車輔回転し図の位置にしますと
固定されます。

キヤスターロックレノヽ一

●ラックが転倒しお子さまが落下する恐れがあります。移動する時以外は跡ずキャスターを固
定してください。

●ラックが転倒しお子さまが落下する恐れがあります。移動する時以外|よ車輪ブレーキを固定
してくださしヽ。

●固定されていないとス△―ズにスウィングできません。

●後脚のブレーキレバーを矢印の方向に下げ固定してくださしヽ。
●移動する時はプレーキレバーを上げ解除してください。

ブレーキレバー

キ解除時 ブレーキ時



●お子さまがブランコの様に遊ぶことは大変危険です。

●首のすわらなしヽ生後2～ 3カ月頃までは一番寝かせた位置でスゥィングをお使しヽください。

●スウィングは青もたれを立てた位置での使用はおやめくださしヽ。ぉ子さまが前のめりにな

つたり頭がぐらつしヽたりし危険をまねきます。

●スウィングをお使しヽになる時は、お子さまの様子をよく見てお子さまに異常が見られる場

含ただうに使用を中止してください。

●スウィングをすると車体前後方向に10cm程度本体が

動きます。前後に障害物のないことを確認の上お使

いください。

約10CIR

GD跡ず前脚のキャスターと後脚のブレーキ C)リクライエング角度を、スウィングの位
を固定してくださしヽ。 置にしてください。

≪》左右のスウィングレノドーを図のようにす ④スウィングできないようにするにはスウ
るとスウィングできます。

本体を手で押して揺らしてくださしヽ。

ィングレノヽ一を図のように LOCK位 置

にすると固定されます。

スウィングの位置

(石霞楢aせ
た角度および

)



●リクライエング角度を変えた時は、勤ず各ベルトを調節し直してください。

●リクライエング操作時以外|よリワライエングロックをロック状態にしてください。

首のすわらない生後2、 3カ 月頃までは一番寝かせた角度で使用してください。

首角度は5段 階に調節できます。

●リクライエングロツクを解除し

のリクライエングレバーを手前にヨ|きながら

0お 使しヽになる角度のところでl」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しヽるこ

とを確認してください。

OIJ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。

リワライエング

＼ ロツク

リクライエング
ロッド

リワライエングレバー

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(ミエベツド・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 さい。

スウィングのときの角度



ベルトと本体のお手入れ方法

●中性洗斉」を原渡で使用したり、またガソリン、ベンジンなど有機溶剤の使用|よおやめ<だ さ
い。本体およびベルトをいためる恐れがあります。

テーブルや本体が汚れたときは薄めた中1生洗剤またはぬるま湯を柔かい布にしめらせて拭いてください。

肩ベルト、腰ベルトは柔かい布に水をしめらせ拭き陰干しして<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

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、充分にすすぎをおこなつてくださしヽ。

●洗濯時他のものと混ぜて洗わないでくださしヽ。

●「アレルゲン」のなしヽカロエ剤を使用してしヽるため、多少色あせすることがあります。

ワ ッ シ ョ ン

ドライワ
リーニン
グはしな
しヽで<だ
さい

日
漂白剤ほ
つかわな
いで<だ
さい 揚

アイロン
掛け|よ
しなしヽで
ください

日陰で

平干 して

ください

洗濯機の

水流|よ弱

ベル トカバー

日 揚
股 べ  )レ ト 勘 要災ぃ 揚
ベビートレーカバー

日 揚

メルフォンLX(ラ ・モルフェ)の 特徴

通常、繊維素材には様々な加工剤を使用しています

そこで 「ラ 。モルフェ」|よ…

4200種類にも及ぶ繊維カロエ剤を10年に及ぶアレルギー反応テストを行しヽ人体への影響の表

れなかつた4種 類のカロエ斉」のみを綿100%素材にカロエした繊維素材です。

綿100%の素材|よ本来、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

くしヽ素材です。

※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しヽワッション生地、ベルトカバー、股ベルトに使用され

ています。

アレルギー性であ肌が敏感な赤ちゃんにもより安心してお使いいただけます。

10



押 ず子だ】
ン'そ万デ QaA 桑 署モχ寓墜啓薇春とこ聖置碧極霊辱冒塔垣原言

マ`マと

コンピ株式会社
製品にお気付きの点がございましたら防 客様相談室」まで、ご連絡くださいラ

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

Ql
ハィaロ ィスゥィングラツク「ロワイヤ
′比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|よ首がすわつていないため、

育を立てた角度で身体を起して使うこと|よ無理です。

水平に近い角度で寝かせてご利用<だ さい。首がす

わつてからは赤ちゃんが喜ぶ角度を選んであげて<

ださい。

Q24暑 景早異墨異塔ち思?く

らい座らせ

A:赤 ちゃ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、すぐにベッドやるとんに

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 斉苦

グの 時間は何分 くらいが適 当

A:赤 ちゃんが機嫌良く快い表情でいられるかを目

安にしてください。気持ち良<眠 り始めた時|よ、す

ぐに止めないでしばら<ス ウィングを続けてあげた

方がよいでしょう。あまり長く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<だ さい。

Q4捨 忍嘉西雲寄雰苫

る時の最適な揺 らせ

A:赤 ちゃんを「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、ゆつく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<り させることになりますのでご注

意ください。赤ちゃんが眠つたときは、徐マにペー

スを落してあげるようにしてください。


