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この取扱説明書は保管してください。

重　要



安全上のご注意

�

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。

・ご使用中は常にシートベルトを着用してください。

・�お子様が成長して、お座りができるようになりましたら、本商品のご使用をお
やめください。（およそ6カ月、体重9kg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。

・�必ず室内の平らな床の上でご使用ください。傾斜や段差のある場所でのご使用は、
本体が滑ったり傾いたりして、お子様が落下、転倒する恐れがあります。

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。
・組み立ておよび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。）
・単二型アルカリ乾電池4本使用（別売り）
体重制限：9kgまで
重　要：本商品の体重制限は9kgまでですが、お子様の体重が9kg未満の場合でも、シートから自分で
降りられるようになったら、すぐにご使用をおやめください。
・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。



�

入っているもの

重　要：
パッケージから中身をすべて取り出し、図の中の部品が全て入っていることをご確認ください。一部の
部品は梱包材にくるまれています。梱包材をはずしてください。

シートチューブ

注　意：ネジはプラスのドライバーで
しめてください。しめすぎないようご
注意ください。

ベースチューブ2本

おもちゃ2個

スイングフレーム（左・右）

シートクッション

トイ・バー

ヒント：スイングフレームは、スイン
グ機能のためにアームの部分が緩めに
取り付けられています。

調節まくら

組み立てのための小さな部品が入っています。組み立てが終わるまでお子様が
近付かないようにしてください。

必ず保護者の方が組み立ててください。

注　意

3cmネジ2本
（ほぼ原寸大）



�

1

組み立て方

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。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。代替部品は
ご使用にならないでください。

・�スイングフレームの脚を前後に、カチッと音がするまで開
いてください。
・�もう一本のスイングフレームも同様に脚を開きます。

後脚前脚

�

�

前脚のここのボタンを
押しながら
差し込みます。

ベースチューブ

・�スイングフレームの前脚のボタン（矢印の位置）を押しな
がら、ベースチューブに差し込みます。
・�カチッと音がするまで押し込んでください。

ベースチューブ

引き上げて確認

・�図のようにベースチューブを踏んで、スイングフレームの
前脚を引き上げて、しっかり取り付けられているか確認し
てください。はずれてしまうようなら、ステップ2に戻っ
て取り付け直してください。



�

�

�

後脚のここのボタンを
押しながら
差し込みます。

ベースチューブ

・�スイングフレームの後脚のボタン（矢印の位置）を押しな
がら、ベースチューブに差し込みます。
・�カチッと音がするまで押し込んでください。

ベースチューブ

引き上げて確認

・�図のようにベースチューブを踏んで、スイングフレームの
後脚を引き上げて、しっかり取り付けられているか確認し
てください。はずれてしまうようなら、ステップ4に戻っ
て取り付け直してください。

組み立て方

6

シートチューブ シートハブ

フレームハブ

・�シートチューブを図のようにチューブが上になるように合
わせます。
・�フレームハブの形に合わせてシートハブを取り付けます。
ヒント：ハブがかみあわないときは、反対側のシートハブに
合わせてください。

7

・�シートハブの外側から3cmネジを通し、プラスのドライ
バーを使ってネジをしめてください。

シートハブ

シートハブ
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8

・�シートチューブにシートクッション上部のポケット部分を
かぶせます。
・�本体の後ろにまわって、バックルをシートクッションの通
し穴から差し込んで、シートの上に引き出します。

シートクッション
上部のポケット

バックル

バックル 通し穴

組み立て方

9

10

座面のシートチューブ

シートクッション
下部のポケット

・�シートクッション下部のポケットを、座面のシートチュー
ブに図のようにかぶせます。
・�座面を引き上げ、底部のバックルをカチッと音がするまで
差し込んで留めてください。

・�図の位置のソケットに、トイ・バーをカチッと音がするま
で差し込んでください。トイ・バーを引き上げて、はずれ
ないか確認してください。
・�おもちゃ2個を、葉っぱの切り込み部分の穴に取り付けま
す。

トイ・バー

ソケット
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・�電池ケースはスイングフレームにあります。
・�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
ずします。
・電池ケースのふたをはずします。
・�新しい単二型アルカリ乾電池4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。

単二型
アルカリ乾電池

4本使用（ほぼ原寸大）

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。

電池ケース

重　要：
音が聞こえにくくなったり、スイングの動きが遅くなった
ら、電池をすべて取り出し、新しい単二形アルカリ乾電池4
本と交換してください。使用済の電池は安全な場所に捨てて
ください。

電池の入れ方
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安全上のご注意

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。

・ご使用中は常にシートベルトを着用してください。

・�お子様が成長して、ご自分でお座りができるようになりましたら、本商品のご
使用をおやめください。（およそ6カ月、体重9kg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。

・�必ず室内の平らな床の上でご使用ください。傾斜や段差のある場所でのご使用は、
本体が滑ったり傾いたりして、お子様が落下、転倒する恐れがあります。

警　告
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1

�

正しくシートベルトを着用しましょう

まくら

・�まくらを圧着テープでストラップに取り付けます。
ヒント：まくらを取り付ける位置は上下に調節できます。

・�お子様をシート中央に深く座らせ、両足の間にT字パッド
をはさんでください。
・�両サイドのシートベルトをT字パッドに、カチッと音がす
るまで差し込んで取り付けてください。必ずカチッと音を
させてください。
・�シートベルトやT字パッドをひっぱって、シートベルトが
しっかり着用できているか確認してください。

重　要：
本商品は体重制限が9kgです。体重9kg未満のお子様でも、
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。

バックル

シートベルト

T字パッド

シートベルトがゆるいとき
シートベルトがゆるいときは、短くします。

　　バックルに向けてベルトをたぐり寄せ

　　ベルトの端を引きます。

シートベルトがきついとき
シートベルトがきついときは、長くします。

　　ベルトの端をバックルに向けて押し込み

　　ベルトを引きます。

注　意：
・�ベルトの長さを調節した後は、ベルトを引っ張りしっかり
とベルトがしまっていることを確認してください。

�

1

�

1

1

�

1

�

ベルトの端

ベルトの端

ベルト引き出し部

ベルト引き出し部

�

�
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・�お子様をシート中央に深く座らせ、シートベルトを着用し
ます。
ヒント：スイッチを入れても、お子様がシートに座っていな
いとスイングがスタートしない場合があります。
・スイングパワーを1〜5のうちから選んでください。
・�シートを軽く押すと、スイングがスタートします。スイン
グパワーを、1〜5の設定で変えられます。
ヒント：体重の重いお子様はスイングパワーを変えても速
さが変わらない場合があります。スイングパワーは「1」が
最も弱く、「5」が最強です。お子様の体重が軽いうちは
「1」に、体重が増えてきたら高い数字に設定してくださ
い。
・�スイングが途中で止まる場合は、スイングパワーを高い数
字に設定して、シートを軽く押してスタートさせます。
・音楽を楽しむとき音量スイッチを入れます。
　音量調節スイッチを
　　　にすると音量が小さくなります。
　　　にすると音量が大きくなります。
　○　にするとオフです。　　

音量スイッチ

スイングパワー
スイッチ

使い方

・�遊ばないときは、スイングパワーをオフ（○）にしてくだ
さい。
・�スイングフレームのハンドルを持って運ぶことができま
す。スイングを移動するときは、お子様をシートに座らせ
ないでください。スイングは、必ず平らな場所に置き、段
差のある場所には置かないでください。
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たたみ方

・�シートの座面を上げます。

・�スイングフレーム内側のボタンを両方押しながら、前脚を
押し込むとコンパクトにたためます。
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シートクッションとおもちゃは、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、スイングフ
レーム、トイ・バーは、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。水に浸けないでください。

シートクッションのはずし方：
・�シートの座面を上に上げて、シートクッションのポケットをはずします。
・シートベルトのバックルをT字ベルトからはずします。
・�本体を裏返して、座面の下のバックルをはずし、本体を表に返します。
・�シートクッションを引き上げて、シート用チューブからはずします。
シートクッションの取り付け方：
・お手入れが終わったら、「組み立て方」ステップ8、9（6ページ）に従って取り付けてください。

お手入れの仕方

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。


