
切

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)ラックをお真

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筒易

ベッド及び椅子として使用されることを目

的としてしヽます。

●ここに示した注意事頂|よ、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

事項を危害 ・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。

●お便いいただけるお子さまの条件

ラツクをお使いい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 月頃までは

リクライエングを一番寝かせた位置から

3段 階の間であ使いください。

05、 6カ 月～4オ 頃までは

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。

― 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お使いください。

●落下するなど強い衝撃がカロわり変形、割れ、部品破

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

ください。

●お子さまがラツク (車輛ブレーキ等)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。

・落下物のは配のある場所

・ストーブなど火気の倶J

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

が傷書を負つたり、物的損害

がおこる可能性があります。



お子さまが落下する恐れがあります
●股べ,レト、腰ベルト|よ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|よ跡ず肩ベ

,レトを使用してください。

※お子さまがずれ落ちベ

)レトが首にからまる恐

れがあります。

●お子さまが座画に立ったり、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。

レーキレバーをSTOP位 置にし、   く ださい。

固定してください。

●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。(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捗ず保護者が付き添つ

てください。

イルなどすべりやすい場所での便

用はあやめください。

●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。

だもい。

ツクー 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、跡ず車輛ブ  ● 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



梱 乞!吉F:君  下 記部品が全てあることを確認してください。

0本 体組み上り(ワッション付)1個 の テーブル 1個 0取 扱説明書 1冊

腰ベルト(左右)

足受け

ワッション

肩ベルト(在石)

ノヽック)レ

股べ)レト

高さ調節レバー(左右)

高さ表示(左右)

スウィングレバー(左右)

IR彗]匡χ喜)
ステップ テーブルストッパー(在石)

リクライエングレバー

lJクライエングロック

リクライエングロッド

車輔ブレー
キレバー



△注意
●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<だ さしヽ。

0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。

の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。

oテ
ーブルを軽<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|よ、テーブルストッパーを

外倶」にヨ|きだして|よずしてください。

●テーブルを|よずしてしヽるとき|よ、テーブルストツ

パーを押し込んでおしヽて<だ さい。

テーブルストツパー

テーブルガイド

ミ三ベッドとして使うとき|よ、本体座部から足受け

をいつぱいにヨ|きだし、ワッシヨンをかぶせて使用

して<だ さしヽ。

△
注
意

●足受けにお子さまを立たせると、破損しお

子さまが落下するおそれがあり危険です。

あやめ<だ さしヽ。

辺買・ワッシヨ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。
注
意

ヮッションを|よずすとき|よ、左右のゴム輛を本体両

倶」のフツワから|よずします。

取り付けるとき|よ、ワッションの形を整え、ベルト

の位置に合わせてセツトしてください。軽く押える

とマジックテープで固定されます。



⊆DOバ ックルの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|よずします。

股べ)レト

肩ベルト

PRttSSマ ーク

∈)ワ ッションを上|ザて股ベルトの長さを調節します。

撃
雷

股ベルトほ端末まで8cm以上の余裕を持つ

て、図のように調節して<だ さしヽ。

間違つた取り付けをしますと、ベルトが抜

け、あ子さまが落ちる恐れがあります。

調節後、股ベルトをヨ|き上げ抜けなしヽこと

を確認の上ご使用<だ さい。

生
回

《》 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|よ、0ま た|よ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|よ、股ベルトで調節して<だ さい。

△ 軽旨i当刊 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。

起動
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|よベルトの長さを調節し直してくださしヽ。

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|よ図のようにセットしてくださしヽ。
●股べ)レト● ●腰ベルト●

端末まで8 cmる

以上余裕をもつて

セットしてください。

角度を変えたとき|よ、跡ず

ベルトも調節して<だ さしヽ。

⑥肩州レトを使わないときはワッションの裏側に入れておきましよう。

ワッションの裏倶」に

収納できます。



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

●高さ調節を行う場合、Julず左右の高さ調節レバーが同じ高さで、ロックされているかを、確

認してから使用してください。
●左右の高さ表示が含つてい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輛等が前後に移動します。足元に充分ご注意くださしヽ。

。本体の高さは5段階に調節できます。

●高さ表示は倶J面にあります。

1.必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.お便しヽ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い。

●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い。

●移動する時はプレーキレバーを上げ解除してくださしヽ。

ブレーキレバー

くくミヽミ

●ラックが転1到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

してください。

ブレーキ解除時 ブレーキ時



△注意

●首のすわらない生後2～ 3カ 月頃まで|よ一番寝かせた位置でスウィングをお使しヽくださしヽ。

●スウィング|よ吉もたれを立てた位置での使用|よおやめください。お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ほ、あ子さまの様子をよ<見 てお子さまに異常が見られる場

合はただち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1 0cm程度本体が 卜 引

動きます。前後に障害物のなしヽことを確認の上お使

しヽください。

●車輪ブレー
キが固定されていなしヽとス△―ズにスウィングできません。

△ 聖事t彗 |・お子さまがブランコの様に遊ぶことは大変危険です。

にD左 右の車輪ブレーキレブヽ一をSTOP位 C)リクライエング角度を、スウィングの位
置にし、固定してくださしヽ。 置にしてくだ罰 。ヽ

スウィングの位置

(石霞遷β
せた角度および)

△注意|・冥唇季りう磐窒撃をゐ夕
~ズに

《》左右のスウィングレバーを図のようにスウ ④スウィングできないようにするにはスウ
ィング位置にす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い。

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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●リクライエング角度を変えた時|よ、出ず各ベルトを調節し直してくださしヽ。

●リクライエング操作時以外はリクライエングロックをロック状態にしてくださしヽ。

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。

育角度は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バーを手前にヨ|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

にしてリワライエングロックを出ずロック

して<だ さい。 リクライエングレバー

イエング
ロック

イエング
ロッド

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)

●赤ちやんの首がすわらなしヽ生後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。

スウィングのときの角度



●腰ベルト、肩ベルトと本体のお手入れ方法

●中性洗剤を原液で使用したり、またガソリン、ベンジンなど有機溶剤の使用はおやめくださ
しヽ。本体およびベルトをしヽためる恐れがあります。

テーブルや本体が汚れたとき|よ薄めた中性洗剤また1よ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|よ柔かしヽ布に水をしめらせ拭き陰干ししてください。

●クッション、股ベルトのお手入れ方法

●下記の点にこ注意の上お手入れしてください。

●洗剤につしヽて|よ、天然脂肪酸をベースとした、蛍光剤、漂白剤、酵素などを含まない肌に

やさしい洗剤(コンビおむつ。肌着洗い)を使用し、十分にすすぐことをおすすめします。

●洗濯するときは他の衣料品といつしよに洗わないでください。

●綿素材を使用している為洗濯すると色落ちや色移りすることがあります。

ワ ッ シ ョ ン 日
洗濯機の

水流は弱

ドライク
リーニン
グはしな
いで<だ
さしヽ

漂白剤は
つかわな
しヽで<だ
さしヽ 揚

日陰で

平干 して

<だ さしヽ

アイロン
掛けは
しないで
<だ さしヽ

股 べ  )レ ト 勘 要災ぃ 揚
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こヌミ,〕ヽit登" '々デ
ド
 QaA 粂 署モ%寓墜啓薇春とこ聖届磐極霊辱冒塔蛋『戸`ママ

と

Qll       塁 写斉喜 Q3各 写斉苦
グの時間は何分くらいが適当

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、

育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ぷ角度を選んであげて<

ださい。

Q2牟 暑 景早 異墨 異 塔挙思各

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。赤ちゃ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。赤ちゃんには、

やはリママの抱つこが一番です。ラックに入れつば

なしは良<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J3、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。

A:赤 ちゃんが機嫌良く1央い表llS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

方がよいでしょう。あまり長くスウィングさせるの

|よ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捨 思嘉西翌寄雰言

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。赤ちゃ

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。

コンピ株式会社
製品にお気付 きの点がございましたら「お客様相談宣」まで、こ

!連
絡 くたさい

お客様相談室/〒339埼 玉県岩槻市釣上新田271

お客様相談室/〒542大 阪府大阪市中央区南船場2-1-10

(西日本担当)

TEL。(048)797-1000 FAX.(048)798-6109

TEL.(06)263-4031 FAX.(06)263-4533


