
取扱説明書をよくお読みの上、製品を組み立て、ご使用ください。
取扱説明書は、必要なときのために大切に保管してください。

組み立てクイックガイドについては、26ページをご覧ください。

取扱説明書／保証書

パッキンプレイ プレイヤード
スタンダード/デラックス

For inquiries about the warranty for the products sold in Japan, please 
contact the Customer Center below.
The registration card in English included  is not valid in Japan.

Newell Brands Japan G.K.
4-9-25, Shibaura Square Building, Shibaura, Minato-ku,Tokyo, 108-0023
Customer Center TEL 0120-415-814     For Cell Phone TEL 0570-004-155
E-mail spt-hp@aprica.co.jp

IMPORTANT INFORMATION

20-01 NWL0000706271B

・本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどを分かりやすくするため、実物とは多少異なる場合
があります。
・本書の内容について、誤りや記載もれなどお気づきの点がありましたら、弊社お客様サポートセンターまで
ご連絡ください。
・製品の品質向上のため予告なしに一部仕様変更する場合もありますのであしからずご了承ください。

〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル
ベビー用品 お客様サポートセンター TEL 0120-415-814  携帯電話からご利用の場合（通話料お客様負担） TEL 0570-004-155

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社
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誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

プレイヤードの組み立て：
・組み立ては必ず大人が行う。
・組み立ての際、指や手足を挟まないよう注意する。プレイヤードは、完全に組み立てられて
いることを確認してから使用する。4つの上枠が完全にラッチで固定され、フロアの中央部
分が押し下げられ、マットレスが平坦で、ストラップが本体の底にしっかりと固定されている
ことを確認する。プレイヤードの組み立ては、必ず取扱説明書の指示に従って行うこと。
・留め具が緩んでいる、または欠損している、接合が緩い、部品が破損している、またはメッ
シュが破れている場合、本製品を使用しない。組み立てる前に、また使用中に定期的に点検
してください。交換部品取扱についての説明が必要であれば、お客様サポートセンター（P21）
までご連絡ください。代用部品は、使用しない。
プレイヤードの使用：
・バシネット、プレイヤードはお子さまを遊ばせるスペースです。ベビーベッドとして使用しな
い。製品を使用しているときは、決してお子さまから目を離さない。
・お子さまに危害を与えるかもしれない危険な所に、プレイヤードを近づけない。
・お子さまが立ち上がれる場合、プレイヤードから這い出るのに踏み台になるような大きなお
もちゃや、その他の物を取り除くこと。
・お子さまの身長が35インチ（89cm）、体重が30ポンド（14kg）を超えたら、あるいはプレイ
ヤードから出られるようになる場合は、本製品の使用を止める。
・プレイヤードを改造したり、あるいは追加式バシネットを含む、取扱説明書に記載されてい
ない付属品を追加したりしない。
・間に合わせに作ったネットや覆いをプレイヤードの最上部にかけると、それがお子さまに絡
んで、死亡につながるおそれがあります。そのような物で、お子さまをプレイヤードに閉じ込
めない。
・本製品の側面を下げた状態で、お子さまを一人で放置しない。お子さまが本製品の中にいる
場合は常に、側面が高い位置にあり、ロックされた状態であることを確認すること。
・表面を再仕上げする場合、子供用製品専用の非毒性の仕上げ材を使用する。
窒息の危険の回避：
・付属品以外のマットレスや枕、または、布団などは絶対に使用しない。
・堅い柵があるベビーベッドと異なり、プレイヤードの側面はしなやかです。従って、プレイヤー
ドのマットレスは窒息事故を防ぐため特別に設計（しっかりした基礎、一定の長さと幅、安全
基準に沿った約2.5cm以下の厚さ）されています。厚さ、サイズの違うマットレスの使用は、お
子さまの頭がマットレスやプレイヤードの側面にはさまり動かせなくなるなどで窒息事故の
原因となる危険性があります。

警告
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新生児は特に窒息に注意する：
　・小さすぎる、または厚すぎるマットレスを使用しない。お子さまがマットレスと本製品の
　・側面との隙間に入り込んでしまうおそれがあります。
　・柔らかい寝具を使用しない。
・付属品以外のマットレス、枕、羽毛布団やパッドを使用しない。必ずグレコが提供するマットレ
スのみを使用すること。
・SIDS（乳幼児突然死症候群）のリスクを低減するため、小児科医は、かかりつけ医から指示さ
れない限り、健康な乳幼児は仰向けに寝かせることを勧めています。
・配送用ビニール袋や、マットレスカバー用ではない他のプラスチックフィルムをマットレスカ
バーとして使用しない。それらは、窒息を招くおそれがあります。
・窒息または巻き込みを防止するため、プレイヤードのマットレスに適合するシーツ以外は、使
用しない。
・プレイヤードにウォーター・マットレスを使用しない。
首絞めの危険の回避：
・ひもやコードは、首に巻きつき、窒息の原因になりかねません。ひもやコードは、お子さまの
手の届かないところに置くこと。また、お子さまの衣類などが上枠や支柱に引っかかったり、
隙間に挟まったりしないよう注意する。
　・ブラインドのコードまたはカーテンがお子さまに絡まって窒息する危険があるため、
　・プレイヤードは窓の近くに置かない。
　・プレイヤードにひもをぶら下げたり、掛けたりしない。
　・洋服や帽子、おしゃぶり、おもちゃなど、ひもが付いたものをお子さまの手の届く範囲に
　・置かない。
　・製品にひもでおもちゃなどを取り付けない。
本製品は、商業利用を目的としたものではありません。

03

警告
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部品リスト

〈特定のモデルに含まれる部品〉

組み立てに工具は必要ありません。

〈全てのモデルに含まれる部品〉

このモデルは、以下に示す機能の一部を含んでいないことがあります。本製品を
組み立てる前に、このモデルの全ての部品が揃っていることを確認してください。
欠けている部品があれば、お客様サポートセンターまでご連絡ください。

プレイヤード

ポケット おむつ交換台用シート おもちゃ

バシネットおむつ交換台

おむつストッカー

トイバー用レール

（2×）

おむつ交換台用パイプ
（2×） ボックスシーツ

カバーマットレス
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プレイヤードの組み立て

上枠を4辺のロックがかかるま
で引き上げる。
フロアの中央部分は、まだ押し
下げない。

1 2

3

組み立てる際、上枠のロックが
かかってから中央部を押し下
げる。
上枠が固定され、折りたたまれ
ないことを確認する。固定され
ていなければ、固定されるまで、
再度引き上げる。上枠のラッチ
が掛からない場合、フロアの中
央部分を高く持ち上げる。

カチッ！

06

本体の片側を持ち上げ、フロア
の中央部分を押し下げる。

本体の底面にマットレスの柔ら
かい面を上にして取り付ける。

4

5

6

マットレスの柔らかい面にボッ
クスシーツをかぶせる。
（特定モデルのみ）

カチッ！
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マットレス裏面両側の面ファス
ナー(2カ所)をスリットから通し、
本体の底に取り付ける。

7

7a

マットレス裏側のベルトホック
（4カ所）をスリットから通し本体
の底のパイプに取り付ける。

カチッ！

08

折りたたむ

マットレス裏側のベルトホック
（4カ所）と、面ファスナーを取り
外す。マットレスを完全にプレイ
ヤードから取り出す。

この時点ではまだ上枠のロックを解除しない。フロアの中央部分を
中ほどまで持ち上げると、上枠のロックが解除される。

8

9

10

あるいは

ⓐ

ⓑ

ⓒ

ⓐ上枠を持って軽く持ち上げる。
ⓑ上枠側面にあるボタンを押し
て、2つのパイプのロックを解除
する。
ⓒ押し下げる。

・上枠のロックが解除されない場
合、無理に解除させようとせず
に、フロアの中央部分をより高く
持ち上げる。
・上枠を折りたたむには、ボタン
の両側のロックが解除されねば
ならない。

フロアの中央部分が持ち上がった
状態になければならない。
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11

12

13

あるいは

無理に折りたたもうとしない。
折りたためない場合、左右ジョ
イント部分のどちらかがロック
が解除されていない可能性があ
ります。ボタンを押して、上枠の
ロックを解除する。

14

15

10

カバーをかける

取っ手がファスナーのある面
に来るようにして、本体にカ
バーをかける。

ファスナーを閉める。
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バシネットの組み立て（特定のモデルのみ）

警告

窒息の危険：
新生児は特に窒息に注意する
　・小さすぎる、または厚すぎるマットレスを使用しない。お子さまが
　　マットレスと本製品の側面との隙間に入り込んでしまうおそれが
　　あります。
　・柔らかい寝具を使用しない。
・付属品以外のマットレス、枕、羽毛布団やパッドを使用しない。必ずグ
レコが提供するマットレスのみを使用すること。
・落下の危険：落下防止のため、お子さまが手や膝を使って起き上がり
始める、あるいは体重が 15ポンド（6.8kg）を越えたら、バシネットの使
用を止める。
・２人以上のお子さまを同時に乗せて使用しない。
・お子さまをバシネットの下に入れない。
・バシネットは、4つの金属チューブ、クリップおよびマットレスを完全に
組立て、設置してから使用する。バシネットは、改造したり、取扱説明書
に記載されていない付属品を追加したりしない。
・プレイヤード使用時には、バシネットを入れない。
・プレイヤード内の温度が上昇するのを防止し、お子さまが過熱状態に
なるのを避けるために、バシネット使用時には、屋外用の日よけを使用
しない。
・SIDS（乳幼児突然死症候群）のリスクを軽減するために、小児科医は、
かかりつけ医から指示されない限り、健康なお子さまは仰向けに寝か
せることを勧めています。
・マットレスにシーツをかける場合、グレコが提供するシーツ、もしくはバ
シネットの寸法に合うよう特別に設計されたもののみを使用する。

12

バシネットの中でマットレスを
使用するために、プレイヤード
の底面からあらかじめマット
レスを取り外す。

マットレスは、必ず柔らかい面
を上にして使用する。

16

17

18

バシネット用パイプの先端が細
い方を他方のパイプの端部の
穴に挿入する。他のパイプでも
同じ手順を繰り返す。

確認事項：
パイプを組み立ててから、バシ
ネットにマットレスを置く。
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付属品（特定のモデルのみ）

20

19

警告 ・常に、お子さまの手の届くところに物を置かない。お子さまがプレイ
ヤード内で立ち上がれるようになれば、この付属品を取り外す。

この付属品を巻き上げて、スト
ラップをとめる。

14

21

警告

・お子さまの手の届くところに物を置かない。
・お子さまがプレイヤード内で立ち上がれるようになれば、ポケットを取
り外す。
・プレイヤード内でポケットを使用しない。お子さまが、ポケットを踏み
台にして這い出る、あるいはポケット内の物に手を伸ばすおそれがあり
ます。
・重傷事故を防止するために、鋭利または尖った物をポケットに入れない。
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おむつ交換台（特定のモデルのみ）

警告

落下の危険：死亡または重傷事故を防止するために
・おむつ交換台を使用する際には、お子さまのすぐ近くに居るようにし、
決してお子さまを一人で放置しない。
・おむつ交換台は、このグレコのプレイヤードにのみ使用するよう設計
されています。床、ベッド、カウンターやその他の場所で使用しない。お
むつ交換台は、使用する前に必ず、中央でしっかりと押し下げることに
よって、しっかりと固定されていることを確認する。
・おむつ交換台に寝かせたり、その上で遊ばせたりしない。
・おむつ交換台の重量制限は、25ポンド（11kg）です。おむつ交換台を
保管場所として使用しない。お子さまがプレイヤードに居る時は、必ず
おむつ替え台を取り外す。
・グレコが提供するパッドのみを使用する。
・おむつ交換台が損傷、または壊れた場合、使用しない。
・首が絞まることによる窒息の危険：お子さまがおむつ交換台を持ち
上げて、おむつ交換台とプレイヤードのフレームとの間に首が挟まる
おそれがあります。お子さまがプレイヤードに居る時は、必ずおむつ交
換台を取り外す。

おむつ交換台用シート

おむつ交換台 おむつ交換台用パイプ
（2×）

16

22

23

24

警告 ・首に絡まって窒息するのを防止するために、必ず全てのフラップをプレ
イヤードに固定する。

カチッ！

カチッ！
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おむつストッカー（特定のモデルのみ）

25

警告
・常に、お子さまの手の届くところに物を置かない。
・お子さまがプレイヤード内で立ち上がれるようになれば、おむつストッ
カーを取り外す。
・プレイヤード内でおむつストッカーを使用しない。お子さまが、踏み
台にして這い出る、あるいはストッカー内の物に手を伸ばすおそれが
あります。

カチッ！

警告

巻き込みまたは絡まりによる窒息の危険：
・お子さまが手や膝を使って立ち上がり始めたら、トイバーを取り外す。
出生から生後 5カ月までの使用が推奨されます。
・トイバーのおもちゃはお子さまがしゃぶることを目的としていません。
お子さまの顔や口に届かないよう配置する。
・この取扱説明書に従って、全ての提供された留め具（ひも、ストラップ、
クランプ他）を使ってトイバーをプレイヤードにしっかりと固定する。　
何度も確認すること。
・他のひもやストラップを使って、トイバーを他のベビーベッドやベビー
サークルに取り付けない。

26

18

トイバー

おもちゃ
※形状や素材は異なる場合があります。

トイバー用レール

（2×）
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お手入れとメンテナンス

・定期的にプレイヤードをチェックして、摩耗した部品、素材の破れ、縫い目のほつ
れがないか確認する。必要に応じて部品を交換、または修理する。グレコの交換
部品のみを使用する。

・プレイヤードを海岸で使用した場合、必ずプレイヤード（脚部を含む）の砂を落
としてから、カバーにしまう。トップレールロックに砂が入ると、損傷することがあ
ります。

・フレームについたホコリなどは、そのまま放置しないで必ず拭き取ってください。
拭き取りには、よく絞ったぬれタオルを使用してください。

・カバーの洗濯は、洗濯機で、冷水、低速で行い、絞らずに干す。漂白剤は使用し
ない。

・バシネットおよびおむつ交換台の洗濯：温水、家庭用せっけんで手洗いし、絞ら
ずに干す。

・プレイヤードシーツ（特定のモデルのみ）：洗濯機で洗濯し、乾燥機で、低温で乾
燥させる。漂白剤は使用しない。

19

27

28

29
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・同梱されている製品登録カード（Registration card）は、使用しないでください。
製品に関するお問い合わせはお客様サポートセンター（下記）で承ります。

・本製品の保証については、本書の保証書内容をご確認いただき、ご不明な点
があれば下記までお問い合わせください。

アフターサービスについての連絡先

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社
〈電話連絡先〉

携帯電話からご利用の場合（通話料お客様負担）

受付時間：AM10：00～PM5：00（土、日、祝日、弊社所定休日を除く）

TEL 0120－415－814
TEL 0570－004－155

ベビー用品 お客様サポートセンター



24

MEMO

23

MEMO
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組み立てクイックガイド

①カチッと音がするまで、4辺全て
を引き上げる。カチッと音がして
上枠のロックがかかるまで、プ
レイヤードのフロアの中央部分
を押し下げない。
　（5-6ページ参照）

②カチッと音がするまで、プレ
イヤードのフロアの中央部分
を押し下げる。
　（6ページ参照）

カチッ！

カチッ！

カチッ！カチッ！

①

②

①

②

③

25

折りたたみクイックガイド

①赤いタブを持ち上げて、ロック
を解除する。カチッと音がした
ら、持ち上げるのを止める。
　（8ページ参照）

③マットレスをプレイヤードの周
りに巻き付ける。
　（9ページ参照）

②上枠を少し持ち上げ、ボタンを
押し、上枠を下げる。4辺で同じ
手順を繰り返す。
　（8ページ参照）


