
群れてLITも赤ちやんのようすを声でおしらせ!

このたびは、コンビ「すこやかモニターメリー」をお買い求め

いただきありがとうございます。

こ便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、本書は大切に保管してください。

本品を他のお客様にお議りになる時は、必す本書もあわせて

お渡しください。

コンビ 「すこやかモニターメリー」はベビーベッドに取付

けたり、床置きにしたりしてこ使用ください。(金属ベッド

や上桟と組子の形状が特殊なベッドには取付けらTlません。)

また、取付ける際、必す事前にベビーベッドの寸法をご確

認ください。

こや伊モニターメリー取扱説明書日

圃
申国
中国
中国
”

保護者の方へ、必すお読みください。

●ご使用の前に、取扱説明書を必すお読みください。

●お手穣の顔の避くに鼓岳けたり、置いたりすることは箱描に避け、
足元の方に設置してください。

●敏語&、本管獣を動かすことは、棄ゃめく零まいとり奔体部取寧ぞ
ジがゆるむ場合があります。もし動かした場合は取付ネジを再度

.客阜寵課呈喜生係官響i釆群に手を晶す積になりましたら、未告

.想量魯予嘗最昌掛己言繰百と最骨写壇景署ほ君ことを眺縫畢
ください。

●栖対に来体に桑つたり、よりかかつたり、つかまつたりさせない
でください。

昭 暑↑鑓 醤講 暑娼偉讐伝F亀離爾 縫
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。      ..
●ぷつけたり、J31りまわすなど乱暴な遊びをさせないでください。思

わぬ事故の危険があります。

:箋    堤督魯轡i竪華軽塾に
なるものや央彙のそばには置かないでください。

●聴覚障書の原歯となりますので、スピーカーに置だ旨を島けさせな

増再崇4;思耳ル`。       ぉ    し ょぅげせ
●故障の原因となりますので、落としたり衝撃をあたえたりしないで

ください。〉

ついては電池の説明書をよくお読みください。

●発電貨者迅(二ヵド碧品)崖、通鉛に使用しないでください。
●十一(プラスマイぇる)品孫し各ヱツけし孟く雫さい。
●ショー トさせたり充電、分解、カロ熱、大の中に入れたりしないで

ください。
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なります。下言己に注意してください。〉

●感電注1意。濡れた手でACア ダフターを触うないでください。

●央爽の原歯となる恐れがありますので、電源プラグのほこりは逆
島商に、発 たヽ器で出きとってくださぃ。・
督岳薔:]i盲雪岳鞄書景::蓬書景:益手岩軽「

●ACア ダプターを抜くときは、電源コー ドを引つ張うないて必す

。鑑揮猛晶協獄 歌執っ曇ったり、艦した
。亀路雪聖不あ室庭婁負.毯花恐器羊苗財など重ぃ朝を樹 に桑せ

●電源菖生察慕楼ただぅ(経概ポ賀ゃ齢給など)すぐに使用を酵■

●本体用ヤ」】雫留堅         警 品
塁こぞ7経喜貫F馬

●フラグを抜くときはコー ドを引つ張うないでください。ショー ト

の原興隻&り ま恵
。        は っゎっ せ けん

0た こ足配線は絶対にしないでください。発熱の危険があります。

●ACア ダフターをしまうときは、コードをきつく曲げないでください。

ベッドの推奨サイズ

上桟の高さ:40mm以 上

上桟の厚さ:40mm以 下
※上桟の形状は角形

上桟
  上 言己を満たさないベッドには

取付けできません。

使用上の注意

0こ の製品は、あくまでも保護者の方ご自身がお子様の安全を

見守る上での手助けをするものです。

●モニター行為は安全を保証するものではありません。

0こ の製品は、一般家庭でのこ便用を目的とした製品です。

病院などでの業務用にはこ便用にならないでください。

●モニター有効範囲は建物の構造や周囲の環境などにより短く

なる場合があります。

●スチールのドア越しや、地下室などではこ使用になれない場

合があります。

●コント回―ラーを電池で使用する場合は、電池切れに十分ご

注意ください。

●他の類似周波数 (ラジオコント回―ル玩具やトランシーパー)

や強力電波 (アマチユア無線)が 近くにあると雑音を拾つ

たり、こ便用になれない場合があります。

●ビニール袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててくださ

い 。

●本体が汚れた場合は、水でぬうしたタオルを固く絞つて拭い

てください。水洗い、煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬液

消毒等は故障、変形の原因になりますのでおやめください。

●本製品を高温・多湿、および日光の当たる場所に置いたり、水

に濡らしたり、分解したりしないでください。

●周辺の機器への影響による重大事故の原因になりますので、

病院や工場など、近くに精密機器がある場所では、絶対に使

用しないでください。



ディと動きを楽しむモードです。

離れたところにいるお子構をモニターできます。

メリーモードとモエターモードを同時に使用できます。

●プラームスの子守歌

●ゆうかこの歌

●辛ラキラ星

※スイッチをONに することにブラームスの子守歌から流れます。

※3曲が連続して流れます。

●本体 ● コントローラー

●メリー下節り(ぬいぐるみ)4個  ● パベット

●クロスパー ● アーム ● ベース ● 足2本

0本 体用ACア ダプター ● コントローラー用ACア ダプター

●取扱説明書 ● 足を固定するネジ2個

0本体の取付
危険ですので必すお子様の足元に設置してください。

取付の際は各部品がしつかり取付けられていることを十分にこ確認く

ださい。

【床置きで使用する場合】
1.ベースに足 (左右)を差し込み、

ベース底からプラス ドライパー

でネジ止めします。

2日本体の取付ボル トをゆるめ、本体

をベースにかけ、取付ボル トをし

つかり締めつけます。

※本体のみをモニターとして使用す

る場合は、足 ・ベースを取付ける

必要はありません。

【ベビーベッドに取付ける場合】

1.本体の取付ボルトをゆるめ、ベビー

ベッドの上構に本体をかけます。

2.本体がベッドの上機に水平になる

ように取付け、取付ボル トをしつ

かり締めつけます。

①
畑
②

③

このメリーは上桟の形状が角形で、高さ40mm以 上、厚さ40rlnrrl以

下のベビーベッドにのみ、取付けることができます。

ベビーベッドに取付ける際、必す事前にベビーベッドの寸法をこ確認

ください。

のアームの取付
アームの付根 (アームプラグ)を 、

本体上部のジャック穴に奥までしつ

かり差し込んでください。

※本体のみをモニターとして便用す

る時は必すキャップを開めてくだ

さい。

0ク ロスパーの取付

アームのフックにクロスパーを吊る

してください。

0メリー下節りの取付
クロスパーのフックにメリー下飾り

(くま 。いぬ ・ぶた 。さるのぬいぐ

るみ)を 吊るしてください。

フック

メリーの下飾りのぬいぐるみは、くま 。いぬ ・ぶた 。さるの4種 類。

取り外しても遊べます。

パベットは、手持ち人形として、必す保護者の方がこ使用ください。

ベース裏面P古デ

取付ボル ト

ベース

取付ボル ト

織智
m    ベヽッド上桟

クロスバー

メリー下飾り メイン・ポリューム

モー ド選択スイッチ

コン ト回―ラー

アームプラグ

ジャック穴

クロスバー



0本体の設置
(お子横のいる部屋にセッテイングします。)

1日お子様がセンサー有効範囲に入るよう、本体の置き位置を選びます。

床置きで使用する場合は、危険ですので、お子様の足元に設置してくださし

2.本体後ろのACア ダプター用ジヤッ

クにACア ダプターのプラグを差し

込みます。

3.ACア ダプターをコンセン トに差し

込みます。

※必す本体用のACア ダプターをご便

用ください。

ACア ダプターのシールが自地に黒

文字のものが本体用です。

本体はしつかり安定するように設置してください。

倒れたり落下したりしても、お子様にケガのない位置を選んでください。

ACア ダプターとコードにお子様の手が届かないようにしてください。

専用のACア ダプター以外は使用しないでください。

火災の原因となる恐れがありますので、電源プラグのほこりは定期的

に乾いた布で拭きとつてください。

長期間使用しない時は、ACア ダプターを外してください。

の コントローラーの設置
(「固定使用」か「携帯使用」かによつて使用電源が異なります。)

【固定使用】コンセントから電源を取ります。

1日本製品を組立てて、本体をお子様

の足元などに設にします。

2日本体のモード選択スイッチで、

「メリー」「メリー&モ ニター」「モ

ニター」の中からモー ドを選択し

ます。

3日本体のボリュームスイッチをONに

し、お好みの位置にあわせます。

「メリー」を選択の場合は、メロディが

流れ、クロスパーが回転します。

※メリーのみで使用の場合は、コン

トローラーは使用しません。

4.本体で 「メリー&モ ニター」また

は 「モニター」を選択した場含、

コント回―ラーのスイッチをONに

し、受信ボリュームを調整します。

コントローラーのスピーカーから本体

で受信した首が聞こえます。

※コントローラーを携帯すれば、受

信可能範囲でお子様から群れても

様子を言でモニターすることがで

きます。

● 「メリー」選択の場合、演案を止める時は、本体のメインスイッチ

をOFFに してください。 (コントローラーではメリーのON/OFFな

どの操作はできません。)

0「 メリー&モ ニター」選択の場合は、コントローラーで、メリーの

スイッチをON/OFFに することができます。

(コントローラーの☆の部分を一度押してください。)

モニターを終了する時には、コントローラーのスイッチをOFFに し

てください。

● 「モニター」としてのみ使用する場合は、コント□―ラーのスイッ

チをONに し、受信ポリュームを調節してください。 (モニター選

択時、コント回―ラーでメリーの操作はできません。)

「メリー&モ ニター」 「モニター」モー ドでは、本体周辺の音が聞

こえるので、お子様の様子を知ることができます。

コント回―ラーを携帯したまま本体に近付く時 (お子様の所へ戻る

時)に はコント回―ラーのパワーをOFFに してください。ONの ま

ま近付きますと、コント回―ラーから 「ピー」という共峰首 (Aウ

リング吉)が します。

5.モニターを終了する時は、コント

回―ラー、本体ともスイッチをOFF

にしてください。

※本体のみ電源をOFFに してもコン

ト回―ラーは作動し続けています。

特にコント回―ラーを電池でご便

用の場合は、こ使用後の電源の切

り忘れに十分置注意ください。

※電源がONに なつている状態では、

本体 ・コント□―ラーともLEDラ

ンプが点灯しています。

モニター便用時の音声は、電波を使用している関係上、第二者に

より故意または偶然に受信されるケースも考えられます。この点

をご理解の上で置利用ください。

″
ON

1日ACア ダプターのプラグをコント回―

ラーのジャックに差し込み、次に

ACア ダプター本体をコンセントに

差し込みます。

※必すコント回―ラー用のACア ダプ

ターをご便用ください。

ACア ダプターのシールが黒地に自

文字のものがコントローラー用です。

ACア ダプター本体とコードにお子様の手が届かないようにしてください。

専用のACア ダプター以外は使わないでください。

火災の原因となる恐れがありますので、電源プラグのほこりは定期的

に乾いた布で拭きとつてください。

長期間使用しない時は、ACア ダプターを外してください。

【携帯使用】乾電池(別売)を使用します。

1.ACア ダプターが外れていることを

確認し、裏面の電池ぷたを開けて角

形9V電 池1個 GJ売 )を入れます。

※電池切れに置注意ください。

コント□―ラーをONに した状態で

LEDラ ンプが赤く点灯しない場合

は、電池切れです。新しい電池と

交換してください。

※使用する電池はアルカリ電池を推

奨します。(マンガン電池よりも長

く使用できます。)

電池応ヽたは完全に閉じてください。指定の乾電池以外は使用しないで

ください。長時間使用しない時は電池を取り出しておいてください。

2.裏面のクリップを使い、ベル トや

ポケットなどに取付けらTlます。

コントローラー

ACア ダプター

モード  翠 L唯 奔体
選択スイッチ

ACア ダプター



受信可能範囲

障害のない場所で約50m

送信可能範□

● 「モニター」として便用している時

左右とも90度 の範囲で約4.5mの 距離まで集音できます。

● 「メリー」を作動させながら 「モニター」を使用している時

メリーのメロディボリューム 「中」くらいで約1.5m

※ 「メリー」と 「モニター」を同時に機能させると、モニターに

よる音声が聞き取りにくくなります。その場合には、メロディ

ボリュームを」ヽさくするなどしてご使用ください。

※センサー有効範囲は使用環境によう異なります。

メリー下飾り(ぬいぐるみ)、パベットのみ洗うことができます。

●色落ち、色うつりの可能性がありますので、他のものとわけて

洗つてください。

●手洗いで、やさしくもみ洗いしてください。

●よくすすいだ後、手絞りで形を整えてから陰干しをし、完全に

乾いてからご使用ください。

1日本体とコント□―ラーを実際に便用するそれぞれの場所に設置しま

す。

2.お手持ちのラジオなどを本体の近くに置き、音を出します。

3日本体とコント回―ラーをそれぞTl作動させます。

4.コント□―ラーから本体がとらえたラジオの首が聞こえるかどうか

で受信状態の確認をします。

5口受信状態が悪くなると 「雑首」が強くなります。

「雑音」が少ないもしくは 「雑音の無い」場所を確認してこ便用くだ

さい。

6.コント回―ラーを携帝使用する場合は移動が予想されるすべての場

所を確認してこ使用ください。

フ.以上の手順で、確実に受信していることを確認した場所でのみこ使

用ください。

8口送信は電波によるものですので、環境によつては 「常に雑首」が生

じる場合があります。

9日本体は電波を発信しますので近くにあるテレビやラジオに影響をお

よぼす場合があります。その場合は、下記の処理を行つてください。

●本体をテレビやラジオから離す。

●本体のACア ダプターがテレビやラジオと同じコンセントを便用し

ている場合は別のコンセントに首える。

※上記の処置を行つても状態が改善されない場合は、お買い求めの販

売店または、お客様相談室へ置連絡ください。

使用環境により 「メリー&モ ニター」モー ド時にラジヨンや無線

など、他の電波の影響を受けて、メリーのスイッチが誤作動する

場合があります。

使用電波の周波数

〈アンテナ先端部の色がピンク色の製品〉        〈 アンテナ先端部の色が黄色の製品〉

モニター音声           :FM40日 665MHz モ ニター音声           :FM40.695MHz

コントローラーでのメリーON/OFF:AM26口 995MHz コ ントローラーでのメリーON/OFF:AM2フ .255MHz

●取扱説明書のイラストと製品とは、多少異なりますのでこ了承ください。
●製品の仕様は改善等のために予告なしに変更することがあります。
●製品には万全を期しておりますが、お気付きの点がこざいましたら、お客様相談室までこ連絡ください。

コ ン ピ 株 式 会 社 帥 距 /〒3 3 3 0 0 2 5埼 玉県岩獅 釣上新田27 1

TEL(048)797‐ 1000 FAX(048)フ 98‐6109

電話受付時間 :AM10:00～ PM5:00(祝 察日 ・休日を除く月～金属日)

子ダ   5z象 ″

勢y,

症 状 原 因 対処の仕方

受信中に雑音が

入る。

他の電気器具な

どか ら影響を受

けている。

妨書している電気器具の

スイッチを切るか、それ

を本体、コン トローラー

から遠ざけてください。

コントローラーが

受信範囲外にある。

コントローラーを本体に

近付けてみてください。

乾電池が消耗 し

ている。

新しい電池と交換してく

ださい。本体をONに し

た状態でコントローラー

のLEDラ ンプが点灯して

いることを確認してくだ

さい。

ACア ダプターが

正 しく接続され

ていない。

接続部分を確認してくだ

さい。

コント□―ラー

のスイッチを入

れた時に雑音が

入る。

乾電池が消耗 し

ている。

新しい電池と交換してく

ださい。

ACア ダプターが

正 しく接続され

ていない。

接続部分を確認してくだ

さい。

本体の電源が入

つていない。

本体のボリュームスイッ

チをONに してください。

コント回―ラー

から「ピー」と

いう共嶋首 (A

ウリング音)が

出る。

本体とコント□一

ラーの距離が近

すぎる。

本体とコントローラーを

離してください。

音が大きすぎる。 コント回―ラーのボリュ
ームを下げてください。

受信中の音が

弱い。

コントローラーが

受信範囲外にある。

コント回―ラーを本体に

近付けてみてください。

乾電池が消耗 し

ている。

新しい電池と交換してく

ださい。

アンテナの周辺

に障害物がある。

障書物を取り除いてくだ

さい。

コン トローラー

のボリュームが

下がつている。

ボリュームを適当なとこ

ろまで上げてください。

服

本体、コン ト回―ラー ABS憶 鍋旨

足、ベース ステ回―ル樹B旨

クロスパー PP樹 】旨/ABSttB旨

アーム スチール/ス チ回―ル樹B旨

メリー下飾り 綿/ポ リエステル


