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この取扱説明書は保管してください。

重　要
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安全上のご注意

警　告

・組み立ててご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
・組み立ておよび電池の交換は保護者の方が行ってください。
　　電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは本商品に含まれていません。）
・単三型アルカリ乾電池3本使用（別売り）
・使用制限：
　■ 首のすわったお子様がご使用できます。
　■ シートから自分で降りられるようになったら、ご使用をおやめください。
　■ 体重およそ12kg未満、身長およそ81cm未満のお子様がご使用できます。
・ご使用は最大20分間までにしてください。
・写真やイラストは、実際の商品とは細部の色や仕様が異なる場合があります。

本商品を誤ってご使用になると、重大な事故や死に至る危険性があります。必ず
下記にご注意ください。

・�首が充分安定していないお子様、シートから自分で降りられるお子様はご使用
できません。（体重およそ12kgまで）

・�お子様をシートに座らせたまま、ひとりにしないでください。必ず保護者のも
とで遊ばせてください。

・�階段や傾斜のある場所、プール、暖房機や火気の近くではご使用できません。
使用中に商品が移動する可能性があります。

・本体は平らな床の上でご使用ください。転倒する恐れがあります。

・揺らして遊ばせないでください。

・お子様はシートに正しく座らせ、安全に遊べる高さでご使用ください。

・�ヒモは窒息事故を引き起こす恐れがあります。お子様の首の回りにヒモが巻き
つかないよう、ヒモ付きのフードや、コード付きのおしゃぶりは使用しないで
ください。本体やおもちゃに付属品以外のヒモ等を取り付けないでください。
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入っているもの

T 字ベース 2 本 ベース（大） ベース（小）

フレームポール 3 本

シートクッション

シートリング
シートフレーム

トンボさんおもちゃ付き葉っぱ 2 枚ミュージカルトリオ レインボウトップ

トカゲさんトラさんのかくれんぼ

ベースチューブ 2 本
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組み立て方

1

・ T字ベースとベースチューブを平らな床の上に図のように
置きます。

・ T字ベースの短いチューブに、ベースチューブの先端のタ
ブ（矢印の位置）を押しながら、カチッと音がするまで
奥まで差し込んでください。

・ もう一本ずつあるT字ベースとベースチューブも、同様に
組み立てます。

2

・ ベースは最終的には円形になります。「ステップ1」で組
み立てたものを図のように円を描くように置きます。

3

・ 一方のT字ベースの差し込み口に、もう一方のベース
チューブの細くなっている先端を合わせます。

・ ベースチューブの細くなっている先端のタブ（矢印の位
置）を押しながらT字ベースの差し込み口にカチッと音が
するまで奥まで差し込んでください。

ここのタブを押しながら
差し込みます。

ここのタブを押しながら
差し込みます。

重　要：
組み立てる前に部品を点検し、損傷や欠品がありましたらご使用を中止し、「サービスセンター」まで
ご連絡ください。代替部品はご使用にならないでください。損傷や欠品のある状態では、絶対にご使
用にならないでください。

ベースチューブ

T字ベースの
短いチューブ

T字ベース

ベースチューブの
細くなっている先端

T字ベースの
差し込み口
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組み立て方
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4

・ 図の位置のT字ベースの差し込み口に、ベース（小）の先
端のタブ（矢印の位置）を押しながらカチッと音がするま
で奥まで差し込んでください。

5

・ 図の位置にベース（大）を合わせ、ベース（大）の差し込
み口に、T字ベースの先端のタブ（矢印の位置）を押しな
がらカチッと音がするまで奥まで差し込んでください。

ここのタブを押しながら
差し込みます。

ベース（小） T字ベースの
差し込み口

ここのタブを押しながら
差し込みます。

ベース（大）

T字ベース

6

・ 組み立てたベースを引き上げて、ベース（小）のラッチ
にかませてください。

・上からカチッと音がするまで強く押し込んでください。

ラッチ

組み立てたベース
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組み立て方
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・ シートフレームを裏返し、図のように星マーク（　　）
を自分の手前に向けて置きます。

・ シートクッションのカエルの付いていない面を手前にし
て、黄色のステッチのボタンホールを、シートフレーム
の星マークの両脇にあるボタン2カ所にかけてください。

シートフレーム

星マーク

ボタン

ボタン

黄色の
ステッチの
ボタンホール シートクッション

8

・ シートクッションを広げて、中にシートフレームを入れ
て、シートフレームの外側のふちにシートを掛けます。
シートフレームの真ん中から、シートクッションの脚を入
れる部分を引き出します。

9

・ 図の矢印の位置にあるボタンを6カ所すべて留めてくださ
い。

シートフレーム

シートクッション

10

・ できあがったシートを、シートリングに取り付けます。
シートフレームの裏側の4カ所のタブが、シートリング
のフチにパチッとはまるように、押し込んでください。
正しく取り付けられているか、シートを上に引っぱって
確認してください。正しく取り付けられていると、シー
トリングの上で、シートが回転します。

できあがった
シート

シートリング
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組み立て方
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11

・ シートリングに3カ所のスロットがあります。フレーム
ポールのストラップの先端を上から差し込んでください。

・ ステップ6で組み立てたベースの上に、3本のフレーム
ポールを取り付けます。フレームポールの先端のタブ（矢
印の位置）を押しながら、ベースの取り付け位置にカチッ
と音がするまで奥まで差し込んでください。

・ 残りの2本のフレームポールを、同様に取り付けてくださ
い。

フレームポール

ベース

ここのタブを
押しながら
差し込みます。

ストラップ

スロット
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組み立て方
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3
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・ シートリング裏側に金属棒があります。
・ 金属棒を上に引き上げて、矢印の方向に回してくださ

い。

金属棒

シートリング裏側

・ ストラップには高さ調節ができる　　　　のマークが付い
ています。
ヒント：最適な高さについては12ページの説明をお読みく
ださい。

ストラップ

・ お好みの高さになる番号のスロットに、金属棒を差し込み
ます。

スロット

・ 金属棒を回して、カチッと音がする位置まで戻します。
・ほかの2カ所のストラップも同様にセットしてください。
重　要：3カ所すべてのストラップは、同じ番号でセットし
てください。
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組み立て方

9

18

19

17

・ 本体を図のように立てて、シートリングの矢印の位置を
上から押し、しっかり取り付けられているか確認してく
ださい。

押す

押す

押す

ヒント：付属品を取り付ける前に、電池を入れてください。
電池の入れ方は、10ページにあります。
・ レインボウトップを、トラさんのかくれんぼに、カチッと

音がするまで押し込んで取り付けます。
・ シートリングに、付属のおもちゃをカチッと音がするまで

押し込んで取り付けます。説明上、図のトンボさんは立っ
ていますが、実際に取り付けると垂直には立ちません。

・ フレームポールの図の位置に、おもちゃ付き葉っぱを取
り付けます。

おもちゃ付き葉っぱ

フレームポール
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電池の入れ方

・ 電池ケースはミュージカルトリオの底面にあります。電池
ケースのフタのネジをプラスのドライバーを使ってはず
し、電池ケースのふたをはずします。

・ 新しい単三型アルカリ乾電池3本（別売り）を、電池ケー
スの＋−（プラス・マイナス）の表示に従って正しく入れ
てください。

・ フタをして、ネジをしめてください。ネジはしめすぎない
でください。

・ 音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったら、電池
をすべて交換してください。使用済の電池は安全な場所に
捨ててください。

必ずアルカリ乾電池をご使用ください。

重　要：
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれを起こし、やけ
どや製品故障の原因となる恐れがあります。下記に注意し
てください》
・ 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて

使わないでください。
・ ＋−（プラス・マイナス）を正しくセットしてくださ

い。
・ 長期間使用しないときは、電池をはずしてください。
・ 使い切った電池は本体からはずしてください。
・ ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたり

しないでください。
・  万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量

の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着い
たときは水で洗ってください。

・  充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでくだ
さい。

・ 電池の交換は保護者の方が行ってください。

単三型アルカリ乾電池

（ほぼ原寸大）
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安全上のご注意

警　告
本商品を誤ってご使用になると、重大な事故や死に至る危険性があります。必ず
下記にご注意ください。

・�首が充分安定していないお子様、シートから自分で降りられるお子様はご使用
できません。（体重およそ12kgまで）

・�お子様をシートに座らせたまま、ひとりにしないでください。必ず保護者のも
とで遊ばせてください。

・�階段や傾斜のある場所、プール、暖房機や火気の近くではご使用できません。
使用中に商品が移動する可能性があります。

・本体は平らな床の上でご使用ください。転倒する恐れがあります。

・揺らして遊ばせないでください。

・お子様はシートに正しく座らせ、安全に遊べる高さでご使用ください。

・�ヒモは窒息事故を引き起こす恐れがあります。お子様の首の回りにヒモが巻き
つかないよう、ヒモ付きのフードや、コード付きのおしゃぶりは使用しないで
ください。本体やおもちゃに付属品以外のヒモ等を取り付けないでください。
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1

シートの高さを調整しましょう
・ お子様をシートに座らせます。お子様の足先がジャンプを

しないときでも床に着くか、確認しましょう。足の裏が完
全に床に着いてしまう場合は、シートが低すぎます。また
足の裏がまったく床に着かない場合は、シートが高すぎま
す。その場合はシートの高さを調整してください。

　 （小さなお子様には　、大きなお子様には　が適していま
す。）
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シートの高さを調整しましょう

・ お子様をシートから降ろしてください。
・本体を倒し、シートリングの裏側が見えるようにします。
・ ストラップを取り付けた金属棒を引き上げて、矢印の方向

に回してください。

金属棒

シートリング裏側

ストラップ

・ ストラップを引き出して、　　　　の中から高さを選びま
す。

・ 金属棒を回して、カチッと音がする位置まで戻します。
・ほかの2カ所のストラップも同様にセットしてください。
重　要：3カ所すべてのストラップは、同じ番号でセットし
てください。

・ お好みの高さになる番号のスロットに、金属棒を差し込み
ます。

スロット
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ジャンプして森のなかまと遊ぼう！

・ ミュージカルトリオにオンオフ、音量調節スイッチがあ
ります。

　　　にするとオンで、音量が小さくなります。
　　　にするとオンで、音量が大きくなります。
　　　にするとオフです。
・モードスイッチを切り替えて遊べます。

はシートに座って、ジャンプをしたり回ったりする
たびに、ミュージカルトリオから音楽が流れてライ
トが点滅します。
はシートに座って、ジャンプをしたり回ったりする
と、ミュージカルトリオから5分間音楽が流れてラ
イトが点滅します。

モードスイッチ 音量調節スイッチ
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しまい方

取りはずしボタン

ベース（大）

おりたたむ

・取りはずしボタン（矢印の位置）を押します。
・ ベース（大）を上に持ち上げて、ベース（小）からはず

します。

・図のようにベースを内側におりたたんでください。
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・ シートクッションは洗濯機で洗えます。他の洗濯物とは
分けて、冷水、弱水流にしてください。漂白剤は使用で
きません。乾燥機は熱くない温度で使用し、乾燥し終
わったらすぐに取り出してください。

・ ベース、チューブ、ポール、おもちゃは薄い洗剤液など
をひたして固く絞った布やタオルで拭いてください。漂
白剤や刺激の強い洗剤などは使用できません。ミュージ
カルトリオは水に浸けないでください。

お手入れの仕方

シートクッションのはずし方：
・ 本体を横にして、シートリングにはまっているタブ部分を

はずし、シートリングからシートを引きます。シートベー
スのボタンにかけているボタンホールをはずしてくださ
い。
シートクッションの取り付け方：
・ 組み立て方の6ページをお読みください。

予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商
品と異なる場合があります。
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