
メロディメリーキプレイジム取り扱い説明書
この度は、hOppy pGlmメロディメリーヰプレイジムをお買い上げいただきまして誠にありがとうこさいます。
こ使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わつた後は財ず保管しておいてください。

単3乾電池3本

単2乾電池2本使用
(別売)
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★遊ぶ前に必ずお読みください。
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0こ 使用の前に、取り扱い説明書を必すお読みください。

●必す保護者の目の届くところで遊ばせてください。

●メリー時はお子様の顔の近くに取り付けたり、置いたりすることは絡対に選け、

足元に設置してください。

●安全のため、破損、変形したおもちゃは使用させないでください。思わぬケガや

事故等のおttlが あります。

●メリーをベッドに取り付け後、本体部を動かすことはおやめください。本体の取

り付け部のポル トがゆるむ場合があります。もし動かした場合は、高度取り付け

ボルトを縮めなおしてください。

●お子様が、メリーの下節りに手を出し、触る頃になりましたら、メリーが転倒

するなど、不日の事故も考えられますので、こ使用は絶対におやめください。

ジムに変身させて、通ばせてください。

●組み立て後は、告部品がしつかりと取り付けられていることを十分ご確認ください。

●絶対にメリーやジムに乗つたり、よりかかつたり、つかまり立ち等をさせないで

ください。商品の破損によるケガや、転倒によるケガのおそれがあります。

●回転部や」ヽさなすきまには、手や指などを入れさせないでください。

はさまれてケガをするおそれがあります。

●ケガや故障の原因となりますので、メリーやジムは、立てた状態でしつかり安定

するように設置してください。倒れたり、落下してもお子様にケガのない位置を

選んで設置してください。不安定な場所でのこ使用はおやめください。

●床面が平らでない場所や、段差のあるところ、ベランダ、階段や縁側など危険な

場所では遊ばせないでください。

●下飾りをなめたり、日にいれたり、絶対にさせないでください。

△ 注 意 ( ちゅうしヽ)

保護者の方へ、必すお読みください。

●下飾りのみで遊ぶ場合は必すベル トを取り外した状態で与えてください。

●ベル トはおもちゃではありません。ベル ト単体でお子様に絶対に与えないでください。

●下飾り以外は、分解した状態では、絶対にお子様には与えないでください。

●下飾り等をぶつけたり、お、りまわすなど乱暴な遊びをさせないでください。

●雹桑膚ポリ蟹は、お子穣がかぶつて進ぶと塞菖の岳険がありますので、開封後は権奨に
処分してください。

●箱み立ては、お子穣にぶつからないように雛れたところで行つてください。
●聴覚障害の原因となりますので、スピーカーに直接耳をつけさせないでください。

《整品を曇桂馬すると舞類、撮築、病黒れのおそれがあります。や義のことに注意して
ください。》

●電れの取調いについては電通の罰鞘望をよく会んでください。
●努鷺首スニヵド整品)ニッヶガ繋篭亀(ォキンドライド挙整れ等)は未皇答が発堅する題れ
があ ま すので絶対 使 用 な  で  だ さ 。

●醤ぃ電れど新しぃ整品、ぃろいろな経難の電れを烏ぜて崖胃しないでください。
●十一 (プラス ・マイナス)を 正しくセットしてください。

●長期に使用しない場合は、電池を外してください。

●ショー トさせたり、充電、分解、カロ熱、火の中に入れたりしないでください。

●万一電品からもれた病が目に入つた博はすぐに大量の水で発い、僅飾に稲獣してくださぃ。
皮膚や衣服に付いたときは水で洗つてください。

●電れは最み込むと島撲です。ぉ子穣の手の届かないところに保讐してくださぃ。謝些最み
込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

●電池は火の近く、高温、多湿の場所での保存はしないでください。

(使用上の注意〉
●ベビーベッドの種類によつては、取り付けられない場合がありますのでご注意ください。
●本体を無理に動かしたリヨ|つ張つたりしないてください。故障や破損の原因になりますのでおやめください。
●本体、その他部品が汚れた時は、水でぬらしたタオルを固くしぼつて掘いてください。水洗い、煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、
薬物消毒は故障、変形の原因になりますので絶対におやめください。

●本体、その他部品の上に乗つたり、ぶつけたり、なげたりするなどの乱暴な遊びをしないてください。破損する可能性があります。
●長時間通ばない時や、遊び終わつた後は電池の消費がすすむの

難 晶 各鯉 己 :播 益椋譜 Lて くださぃ。●メリーは長期間、ベッドにつけておくと、すべり止めの変形等が起
●お子様の周齢によっては、うまく遊べない場合もこざいますので最初のうちは保護者の方が一緒に遊んであげてください。
●対象年齢はあくまでも目安です。
●パッケージの写真と製品とは、多少異なりますのでご百承ください。
●製品の仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。
●電池を使用する場合はア)レカリ電池を推奨します。 (マンガン電池よりも長く使用になれます。)
●製品についてお気づきの点がございましたら、コンシューマープラザ (お害様相談室)ま でご連絡ください。

コンピ株式会社
コンシューマープラザ(お客様相談室)/
〒339‐0025埼 玉県さいたま市岩槻区釣上新田271

TEL(048)フ 97‐1000
FAX(048)フ 98-6109
電話受付時間 :AM10:00～ PM5:00

(祝祭日・休日を除く月～金曜日)



Tメリー時に、回転が遅くなつたり、光リドーム部のLEDラ イトの光り方が

悪くなつた場合は、単2乾電池の寿命が考えられますので、単2乾電池のみ、

新しい電池に取り替えてみてください。

・iC音が小さくなつたり、曲の途中で、スタートに戻つたり、音が切れる場合は

単3乾電池の寿命が考えられますので、単3乾電池のみ、新しい乾電池に

取り替えてみてください。

・ジム時には、単3乾電池のみ便用します。単2乾電池は使用しませんので、

電池ボックスは本体の底面にあります。

電池ブタについているネジ(1本)をドライバー

で開けてください。

左図のように、単3乾電池3本と、単2乾電池

2本を十一を確認してセットしてください。

セット後、電池ブタを閉じて、ネジをドライバー

で確実に締め、フタを留めてください。液漏れ防止のためにも、取り外してこ使用ください。

熙ンンンン

●床置きで使用する場含 ●ベビーベッドに取り付ける場合

①本体の取り付けボルトをゆるめ、
図1のように、本体をベースに

奥までしっかりと差し込んで

ください。

②ゆるめたボルトを、ベースに本

体がしつかりつくまで、締め付

けます。

①本体の取り付けボルトをゆるめ、
図2のように、ベッドの上桟に奥
までしっかりと差し込みます。

②本体がベツドの上構に水平になる
ように取り付け、ゆるめたボルト
を本体がしつかり付くまで、締め
つけます。

※注意 :必す、ベビーベッドの可動しない固定側の上桟にさしこみ、
本体のスイッチのある面がベッドの外側 (赤ちゃんのいない側)
にくるように取りつけてください。

①アームを本体に取り付けます。
本体の中心にあるキヤツプを開
きます。図3のように、アーム
の付け根 (アームプラヴ)を
本体上部のジヤツク穴の形状に
あわせて奥までしっかりとカチツ
というまで差し込んでください。

※アームは逆入れ不可能です。一方向しか
差し込めません。

ン晋‐熙ン
①
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②下飾りをとりつけます。
バランスを取るため、バーに
つける下飾りの位置がきまっ
ています。
図6の ようにバーの先に同夕J
してあるマークにしたがつて、
決まった場所に取り付けてく
ださい。クロスバーの先端に
あるフツクに、図5のように
下飾りのリングをしっかりと
通します。

※必す決まつた

場所に取り付
けてください。

※脱落防止の為、

取り付け部分
が硬くなつて
います。こ了
承ください。サウンドパラツルーーーーーーーー1

すべての部品がしつかりと組みあがつて
いるか、最終確認してください。
安定した場所に設置してご使用ください。

※万一、倒れたり、落下したりしても、お子様に危険がないように、メリーは必す
お子様の足元に設置してください。

※お子様が下飾りに芋を出し、触る頃になりましたら、転倒するなど不慮の事故も

考えられますので、メリーでのこ使用は絶対におやめください。
ジムにへんしんさせて遊ばせてください。



熙ンン
メリーで使用した本体、ベース、

下節りはジムでも共通で使います。
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①長いほうの布ベルトの端Aをベース
の穴に後ろから手前に通します。
穴は左右2箇所あります。
お好きな場所に、下飾りのうちお好
きな21回をセットしてください。

●下節りで首避ぴをする場合

②次に、ベル トの端Bを下飾りのリングに通してから、ベル トの端Aと Bを留めます。
ベル トは、面フアスナーで留めるので、長さ調節ができます。(ただし、安全の為5cm
幅の面フアスナーどうしで合わせてください)お子様の遊ぴやすい距離にあわせて、ベル ト
の端Aと Bの面フアスナーをしっかりと合わせて留めてください。さらに安全の為、
横についているベル トを右回りにぐるりと巻いて面フアスナーをしっかりと合わせ
て留めてください。

※短いベルトは本体中心にあるフック専用です。

下へひつばると選ばれたサウンドが涌れます。
下節りは 「サウンドパラツ,レJを つけると
ひつばりやすいので、おすすめいたします。

本体底面にあるフック上のスイツチに、下飾りをつけます。
図6のように短いほうの布ベル トの端Aを スイッチの後ろ
から手前に通します。次に、図7のようにベル トの端Bを

下飾りを裏面にしてからリングに通します。

以下、②と同様です。

本体

/
①本体の取り付けボルトをゆるめ、

本体をベースにかぶせるように、
取り付けてください。
図8のように奥までしっかりと

差し込みます。

②本体がベースに水平になるよう
に取り付けたら、ゆるめたボル
トを本体がしつかり付くまで、
締め付けます。

※注意 :本体の上部にあるアームの差しこみ
口に、キャップがあります。お子様が手指
を入れたり、異物、ほこりが入るのを防ぐ
ため、必すキャップでフタをして押し込む
ように閉じてください。



⑤サウンドスイツチ

③選首
スイツチ

②ON/OFF
首量調整
スイツチ

①メリー⇔ジム
切り替え
スイツチ

(メリー時)
メリーとして使用するときは、このスイツチの位置をメリーに設定してください。
②のON/OFFス イツチをONに すると、③のスイツチで選ばれた書がスタート
します。首は繰り返し流れます。約15分後、オートオフ機能により、メリー回転
と、光り(ライトスイツチON崎 )、首が自動的にストツプします。

(ジム崎 )
下飾りをつけて、ジムとして使用するときは、このスイツチの位置をジムに設定
してください。②のON/OFFス イツチをONに すると、③のスイツチで選ばれた
書が、⑤のサウンドスイツチをひっぱるごとに流れます。

【選べる !消首機能】
最初にONに した後、矢印の範囲までは消首になっています。首なしで、メリー

回転のみでの使用が可能です。
ボリユームを上げたいときはお好みの大きさにあわせて、スイツチを時計回りに

回してください。

矢印の方向に回すと、カチッと首がして、約2秒後
に電源がはいり、赤いランプが点灯します。

切りたい時はOFFの 方向ヘカチッというまで回し

てください。

【メリー時には、安心の約15分牙―卜牙フ機能】
切り替えスイツチをメリーに設定してあるとき、最後に操作してから約15分後
に自動的にOFFに なります。

再ぴ使用するときはON/OFFボ リユーム調整スイツチを、いったんOFFに 戻

してからONに してください。

※注意 :切り替えスイッチをジムに設定しているときは、このオートオフ機能は作動しません。

※電源はウォームアップの為、約2秒後に作動します。
※ジムに設定している時は、赤いランプはサウンドスイッチがはいるたびに点灯します。

【多彩な首がいっばい!】
A:オ ルゴールメロデイ9出くりかえし
1.プラームスの子守り唄    2.お 休み赤ちゃん本のこずえ (マザーヴースより)

3.モーツアル トの子守り唄   4.愛 の夢   リ ス ト

5,エママエ～ハワイの子守唄～ 6.G線 上のアリア バ ツハ

7.キラキラ星  8.オ ーラリー 9。シユーベル トの子守唄

B:コ ミカル首 3種  く りかえし
C:船 向首
D:ヒ ーリング言 こ とりのさえずり
※注意 :出の途中で、スター トにすぐに戻つてしまつたり、音が切れる場合は、電池寿命が
考えられますので新しい電池に取り替えてみてください。

※注意 :再度、電源を入れ直した時は、選首スイッチで選ばれた曽が最初からスター トします

4種 類から選べます。

【LEDラ イトが光る !】
光リドーム言‖にあるON/OFF
スイッチをONに すると内部
のLEDラ イトが点灯します。
本体のスイツチ機能に準じ、
最後に操作してから、約15分

後にオートオフになります。
本体のスイツチを再起動する
と、ライトスイツチも再びON
になります。

※注意 :アームをスイッチ本体に
差し込んでいない時は、LEDは
光りません。よつて、ジム時に
は使用しません。

※注意 :ON/OFFス イッチをONに して、
かつ、切り替えスイッチをジムにしな
いと、サウンドスイッチを引つぱつて
も曽は鳴りません。こ注意ください。

【ジムの時も首遊ぴ !】
切り替えスイッチをジムに設定
してください。ジム崎に、サウ
ンドパラツルなどを中心につけ
て、下へ引つばると、首が流れ
ます。首が終わらないうちに、
さらに引つばると次の首へ切り
替わります。
(胎内盲やヒーリンヴ首はスタートに戻ります)
例えば、選首Aに している時に

引つばると
ブラームスの子守り唄⇒お休み
赤ちやん本のこずえヘチェンジ
します。そのままにしておくと
1きで終了します。


