
コイルネ ロッカー

このたびはコンビ コイルネ ロッカーをお買い上げいただき、ありがとうございます。

●本製品はロッキング（揺れる）と、揺れを止めチェアとして使用できます。

●生後1ヵ月～ 24 ヵ月以内のお子さまに使用してください。

●望ましい連続使用時間
　ロッキング ：10 ～ 15分 ※お子さまが機嫌よく、快い表情でいられるかが目安です。
　チェア ：30 ～ 60分 ※お子さまが機嫌よく遊んでいられる時間が目安です。
　１日の望ましい合計使用時間 ：3～ 4時間
　※お子さまの様子を見ながらご使用ください。 ※就寝時には使用しないでください。

●本製品は、室内専用です。

●転倒のおそれがあるため、傾斜、階段、段差のある場所や、机・いすの上など高い場所、タイルの上などの
滑りやすい場所では使用しないでください。



警告

●ロッキングは保護者が必ず付き添い、激しく揺らさないようご
使用ください。

　（お子さまの頭が浮かない程度にやさしく揺らしてください）
●部品の破損、変形、外れ、ゆるみが発生した場合は使用しな
いでください。

●お子さまが本製品の下にもぐりこんだり、部品をさわらないよ
う注意してください。

●お子さまに操作をさせないでください。
●お子さまを乗せたまま、引きずったり、持ち上げて移動したり、
リクライニング操作をしないでください。

●リクライニング操作時は、可動部分での指などをはさまないよ
う注意してください。特にまわりのお子さまには注意してくだ
さい。

●リクライニング操作をする際には、リクライニングステーが必
ず確実に差し込まれていることを確認してから使用してくださ
い。

●空の状態でロッキングするなど、遊具として使用しないでくだ
さい。

●お子さまをうつぶせで寝かせないでください。窒息するおそ
れがあります。

●ストーブなど火気のそばでは使用しないでください。
●使用目的以外での荷重をかけたり、よりかかったりしないでく
ださい。

思わぬ事故やケガの原因となるおそれがあります。

●傾斜、階段、段差（カーペットとフローリングの段差など）の
ある場所や、机・いすの上など高い場所、タイルの上など滑
りやすい場所では使用しないでください。

●２人以上のお子さまを乗せないでください。
●自動車内では使用しないでください。

注意

●お子さまを乗せる目的以外（荷物の運搬、踏み台など）の使
用はしないでください。

●シートは必ず取り付けてお使いください。
●授乳後30分の使用はおやめください。
●本製品を引きずらないでください。床を傷つけるおそれがあり
ます。

●お子さまがマルチバー単体で遊ばないように注意してくださ
い。マルチバーを使用しないときは、手の届かない場所に保
管してください。

取り扱いを誤ると、傷害を負ったり故障の原因となるおそれがあります。

●トイには、面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強
くこすりつけたり、なめたりすると、お子さまの肌・くちびる
などを傷つけるおそれがありますので注意してください。

●ベンジン、シンナー、ガソリン、アルコール、磨き粉などで拭
いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●直射日光を避けて使用してください。

製品が転倒し、お子さまが落下するおそれがあります。

●お子さまはベルトをしていても、立ち上がったり、身を乗り出
したりするおそれがあります。必ず保護者の目が届くところで
使用してください。

●ロッキング状態では必ずベルトを使用してください。
●お子さまが乗り降りするときは、必ず保護者が付き添ってくだ
さい。

お子さまが落下するおそれがあります。

●分解、修理、改造は絶対に行わないでください。
●落下物の心配があるところでは使用しないでください。
●リクライニング操作をする際は、必ずシート上部を支えてくだ
さい。

●リクライニングガイドやロッキングフレームの上には乗らないで
ください。

●リクライニング位置②の状態でロッキングさせないでください。



●リクライニングガイドや

　ロッキングフレームの上

　には乗らないでください。告
警

各部のなまえ

お使いになる前に、全ての部品があることをご確認ください。

シート
リクライニングステー

マルチバー

リクライニングガイド

スタンド

ロッキングフレーム

タッセル

トイ

ベルト

シートフレーム

※本イラストは取り付け完了後の状態です。
　ご購入時には、シート（ベルト付）、マルチバー、
トイは取り付いておりません。

　取扱説明書にしたがって、各部品を取り付けて
ください。

意
注

●火の近くなど、高温になる場所での保管は避けてください。

また荷物を重ねたり、圧力が加わるような状態で保管しな

いでください。故障や変形の原因となります。

●直射日光を避け、湿気が少なく、雨やほこりがかからない

場所に保管してください。

保管のしかた



お子さまの月齢が1ヵ月を過ぎてから使用してください。
※1ヵ月以上とは、体重2.5kg以上かつ在胎週数37週以上で生まれ、1ヵ月を経過したお子さま

意
注

使いかたの目安

シートの取り扱いかた

●シートを外した状態では、本体にお子さまが触れないよう注意してください。シートフレーム上部の開口部の穴や溝に指を

いれ、ケガをするおそれがあります。

シートを取り付けるには

1.リクライニング位置を①または②にする。
※「ロッキングで使うには」または「チェアで使うには」を
ご参照ください。

4.シートを取り付けた後、座面部分をおして抜けな

いことを確認してください。

2.シートフレームの上部にある開口部へシートのナ

イロン芯部分を片側ずつ差し込み、シートの下部

を持ち、ゆっくり下に引き入れる。

3.シート下部のステーを巻き込んで、ファスナーで

止める。

シートを取りはずすには

1.ファスナーを外す。

2.シート上部の両端を持ち、ゆっくりと上に引き抜く。

ナイロン芯

シートの両端をパイプの開口部に巻き込まないよう注意し
てください。

※本製品を長期間ご使用の場合、生地等の経年劣化により、本来の性能を果たせない場合があります。不測の事態に備えて、シー
　トをお取りかえください。



ロッキングで使うには（月齢の目安：1ヵ月～12ヵ 月ころ）

告
警

●お子さまはベルトをしていても、立ち上がったり、身を乗

り出したりするおそれがあります。

　必ず保護者の目が届くところで使用してください。

●ロッキングは保護者が必ず付き添い、激しく揺らさないよ

うご使用ください。（お子さまの頭が浮かない程度に揺ら

してください。）

●必ずベルトを使用してください。

●リクライニング操作をする際には、リクライニングステー

が必ず確実に差し込まれていることを確認してから使用し

てください。

●お子さまをうつぶせで寝かせないでください。窒息するお

それがあります。

●リクライニング操作をする際は、必ずシート上部を支えて

ください。

●リクライニング操作時は、可動部分での指などをはさまな

いよう注意してください。特にまわりのお子さまには注意

してください。

●お子さまを乗せたまま、引きずったり、持ち上げて移動し

たり、リクライニング操作をしないでください。

●お子さまが乗り降りするときは、必ず保護者が付き添って

ください。

●リクライニングガイドやロッキングフレームの上には乗ら

ないでください。

●リクライニング位置②の状態でロッキングさせないでくだ

さい。

意
注

●スタンドは必ずスタンド位置ⓐでのみ使用してください。

●授乳後30分の使用はおやめください。

●本製品を引きずらないでください。

　床を傷つけるおそれがあります。

1.ロッキングフレームを押さえながら、シートフレー

ム上部を起こし、ロックをはずす。

2.リクライニングステーをリクライニングガイドの

リクライニング位置①に合わせてからシートフ

レーム上部を押し込み、ロックがはずれていない

か確認する。

3.お子さまを乗せ、ベルトをつける。

「ベルトの使い方」を参照してください。

4.お子さまの様子を見ながら、シートフレームに手

をそえ、静かに揺らす。



告
警

●リクライニング操作をする際には、リクライニングステー

が必ず確実に差し込まれていることを確認してから使用し

てください。

●リクライニング操作をする際は、必ずシート上部を支えて

ください。

●リクライニング操作時は、可動部分での指などをはさまな

いよう注意してください。特にまわりのお子さまには注意

してください。

●お子さまを乗せたまま、引きずったり、持ち上げて移動し

たり、リクライニング操作をしないでください。

●お子さまが乗り降りするときは、必ず保護者が付き添って

ください。

●リクライニングガイドやロッキングフレームの上には乗ら

ないでください。

チェアで使うには（月齢の目安：7ヵ月～24ヵ 月ころ）

意
注

●本製品を引きずらないでください。床を傷つけるおそれがあります。

●スタンドは必ずスタンド位置ⓑで使用してください。

1.ロッキングフレームを押さえながら、シートフレー

ム上部を起こし、ロックをはずす。

2.リクライニングステーをリクライニングガイドの

リクライニング位置②に合わせてからシートフ

レーム上部を押し込み、ロックがはずれていない

か確認する。

3.左右のスタンドを回転させてスタンド位置ⓑにする。

4.お子さまを乗せる。

※18 ヵ月まではベルトをつけることをおすすめします。

おすわりがきちんとできるようになってからご使用ください。

リクライニング位置②で使用する場合

1.上記の1→2→3→1の順番で操作を行う。

※リクライニング位置①でチェアとして使用する場合、リ
クライニング位置②でしかスタンドをセット・収納出来
ませんので、ご注意ください。

2.シートフレームを支え、リクライニングステー中

央部分を手前に引く。

3.リクライニング位置①に合わせ、シートフレーム上

部を押し込み、ロックがはずれていないか確認する。

リクライニング位置①で使用する場合



ベルト（股側）の取り付けかた

ベルト（股側・腰側）の取り扱いかた

告
警

●ベルト取付け後は、ベルトを引っぱり、抜けないこと

を確認してから使用してください。

●ロッキング状態では必ずベルトを使用してください。

1.ベルト（股側）のひもの部分を通し穴に通し、ひ

もの輪にベルト（股側）を通す。

ベルト（腰側）の取り付けかた

1.タッセルをベルトのタッセル穴に通す。

意
注

●タッセルが確実に引っかかって抜けないことを確認し

てください。

※ご購入時、ベルトはシートに取り付いた状態になって
　おります。お子さまを乗せる際には、いったんタッセ
　ルをはずしてください。



マルチバーの取り扱いかた

意
注

●お子さまを乗せてから、取り付けてください。

●お子さまがマルチバー単体で遊ばないように注意してくだ

さい。マルチバーを使用しないときは、手の届かない場所

に保管してください。

●取り付けの際に、お子さまに当たらないようご注意ください。

●お子さまを降ろすときは事前にはずしてください。

●マルチバーを持って、持ち上げたり、持ち歩いたりしない

でください。マルチバーが変形したり、本体からはずれる

おそれがあります。

●コンビ指定以外のものを取り付けないでください。

●お子さまがマルチバーを持って揺らしたり、引っぱったり

しないよう注意してください。

取り付けるには

1.マルチバーのプラスチックパーツをリクライニン

グステーの根元部分を挟み込むようにして、「カ

チッ」というまで押し込む。

取りはずすには

1.マルチバーのプラスチックパーツにある指かかり

に指をかけ、ゆっくりと手前に引く。

意
注

●トイには、面ファスナーを使用しています。面ファス

ナーを強くこすりつけたり、なめたりすると、お子さ

まの肌・くちびるなどを傷つけるおそれがありますの

で注意してください。

●コンビ指定以外のものを取り付けないでください。

トイの取り扱いかた

取り付けるには

1.面ファスナーをマルチバーに巻きつける。



1.ロッキングフレームを押さえながら、シートフレー

ム上部を起こし、リクライニングガイドからリク

ライニングステーをはずす。

2.シートフレームを支え、リクライニングステー中

央部分を手前に引きながら、製品を折りたたむ。

3.製品を折りたたみ、リクライニング位置⓪に

合わせて押し込み、ロックがはずれていない

か確認する。

収納のしかた

●お子さまを乗せたままで、収納の操作をしないでください。お子さまが落下や、指を挟むなどケガをするおそれがあります。

●リクライニング操作時は、可動部分での指などをはさまないよう注意してください。特にまわりのお子さまには注意してください。告
警

●チェアポジション時には、まず左右のスタンドをスタンド位置

　ⓐにしてから上記操作をおこなってください。

●スタンドは必ずスタンド位置ⓐでのみ使用してください。意
注



125666060　09.2

Web 上にコンビの育児サイトを開設しています 

コンビの製品&育児情報サイト・コンビタウン 

受付時間：10時～17時（日、祝祭日、年末年始を除く）

TEL.（048）797-1000 FAX.（048）798-6109
部品販売（相談）窓口              

〈ホームページ上でのお問いあわせ〉http://www.combi.co.jp/

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 ）

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271

TEL.（048）797-1001 FAX.（048）798-6109

廃棄方法について

● お住まいの各自治体の指示に従い、処分・廃棄してく
ださい。

●地球環境のため、放置はしないでください。

本体のお手入れ

シート、トイ、ベルトのお手入れ

● シート、トイ、ベルトは取りはずして、右記の洗濯表示に従い
洗濯してください。

● シートは、タッセル・ナイロン芯をつけたまま洗ってください。
（タッセル・ナイロン芯は取り外せません）

● 製品の特性上、多少色あせすることがあります。
● 洗剤は、蛍光剤、漂白剤、酵素などを含まない天然脂肪酸をベー

スとした洗剤（コンビおむつ・肌着洗い）を使用することをお
すすめします。

 ※特に敏感肌のお子さまは上記の条件にあった洗剤を使用してください。

● 洗濯機、脱水機、乾燥機は使用しないでください。タッセル・
ナイロン芯などの変形、破損につながるおそれがあります。

● 洗濯と脱水の際は、他の衣料品と区別してください。
● すすぎは十分に行ってください。
● 快適に使用していただくために、こまめに洗濯することをおす

すめします。
● 1年以上使わない場合、使用する前に洗濯してください。色落

ちするおそれがあります。
● 付け置き洗いはしないでください。色落ちする可能性があります。

● 中性洗剤原液でのお手入れや、ガソリン、ベンジン、アルコールなど有機溶剤でのお手入れはしないでください。本体およびベルト

 を傷めるおそれがあります。

● お手入れの際に取りはずした部品は、本書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。意
注

● 製品（縫製部品を除く）が汚れたときは、薄めた中性洗剤またはぬるま湯を柔らかい布に含ませて、ふいてください。

お手入れ




