
このたびはGRACO®ベビースウィングをお買い上げいただき、ありがとうございます。
ベビースウィングをご使用になる前に、この取扱説明書（本書）をよくお読みの上、
正しく組立て、ご使用ください。
本書に記載されている以外の方法でご使用されると、製品の機能が充分発揮できない
だけでなく大変危険です。
本書をお読みになった後は、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

取扱説明書／保証書

シンプル スウェイ
ベビー スウィング

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 NWL0000706273B

・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。

・取扱説明書（本書）は、今後の使用のために大切に保管してください。
・この製品は、大人が組み立てる必要があります。取扱説明書に従って注意深く組み立ててく
ださい。問題が生じたら、お客様サポートセンターまでご連絡ください。
・お子さまの落下やシートベルトでの窒息から生じる深刻なけがや死亡につながるおそれが
あります。
　・シートベルト（肩ベルト、腰ベルト、股ベルト）を外して使用しないでください。
　・お子さまを乗せたまま一人で放置しないでください。
　・お子さまが製品からはい出そうとするようになる場合（月齢の目安：9カ月頃）、
　 あるいは30ポンド（13.6kg）に達した場合にはスウィングの使用を中止してください。
　・お子さまを乗せたまま持ち上げたり、移動させたりしないでください。

首が絞められて窒息する危険：
　・本製品にひもをぶら下げたり、あるいはおもちゃにひもを付けたりしないでください。
　・窓用ブラインドのコード、カーテン、電話のコードなど、ひも状のものがある所に本製品を
　 置かないでください。
　・ひもは、首に絡んで窒息につながるおそれがあります。フードのひも、おしゃぶりのコード
　 など、ひもの付いたものをお子さまの首の周りに置かないでください。

・本製品が損傷または破損した場合、使用しないでください。
・本製品を水や水蒸気の近くに置かない。浴槽、シャワー、洗面台、流し台、ランドリータブ、
プール、多湿な地下室など、湿気が多いと思われる場所の近くで本製品を使用しないでくだ
さい。
・液体にさらされた、落下した、あるいは損傷したACアダプターは使用しないでください。
・電源コードを保護してください。電源コードは、踏まれない、または家具やその他のものに挟
まれない所に置いてください。
・延長コードを使って使用しないでください。
・ACアダプターおよび電源コードは付属のもの以外使用しないでください。
・お子さまを本製品でつかまり立ちをさせたり、本製品の周囲で遊ばせたりしないでください。
・本体及び部品が入っているビニール袋は、お子さまが中に入ったり、被ったりしますと窒息を
する危険性があります。本体及び部品を取り出した後は、直ちにお子さまの手の届かない所
へ保管するか、破棄してください。
・本製品の組み立て時、またアクセサリーの取り付け時には、お子さまが手足を挟んだりする
などけがをすることのないように充分ご注意ください。
・弊社サービス員以外は分解、改造をしないでください。（但し、付属部品の取り外しを除く。）

警告
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部品リスト

〈モデルによっては含まれておりません〉

・ シートの組立て部品

〈以下の部品は全てのモデルに含まれています〉

〈付属品〉
 ・脚部の組立て部品

このモデルは、以下に示す部品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、このモデルの部品全てが揃っていることを確認してください。
欠品や破損がある場合は、お客様サポートセンターまでご連絡ください。

シートカバーおよび
シートフレーム

フロントベースチューブ レッグチューブ

ユニット サイドベースチューブ

シートワイヤー ハンガーチューブ

・ 形状や素材は異なる
場合があります

04

シートの組立て

シートフレームのベルトがねじ
れていないか、または金属
チューブに巻き付いていないか
確認する。

シートフレームを取り付ける。
シートフレームを左右に引っ
張って抜けないことを確認する。

1

2

3

シートフレームを取り付ける。
シートフレームを左右に引っ
張って抜けないことを確認する。

カチッ！

カチッ！
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シートワイヤーを両側にある穴
および溝に挿入する。

シートカバーを下部シートフ
レームに巻き付ける。

4

5

6

シートフレームの上部をシート
カバーに入れ込む。

 
 

 
 

 
 

カチッ！

カチッ！

カチッ！

06

シートカバーをワイヤーに取り
付ける。

7

8

シートカバーをスナップでシー
トワイヤーにかぶせるようにし
てとめる。
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スウィングフレームの組立て

床が傷つかないように床を保護
するものを敷いて、ユニットを横
たえる。左図赤い部分のように、
ワイヤーのプラグをつなぎ、ワ
イヤーをチューブ内に入れる。

1

2

ユニットのチューブをレッグ
チューブに差し込む。

カチッ！

ユニット レッグチューブ
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サイドベースチューブをレッグ
チューブに差し込む。

3

4

フロントベースチューブをサイド
ベースチューブに差し込む。

カチッ！

カチッ！
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スウィングフレームの組立て完了。

5

10

シートの取り付け

左右のハンガーチューブの長方形端部をユニットに差し込む。

チェック：
ハンガーチューブをしっかり引っ張って、ユニットに固定されて
いることを確認する。

1

カチッ！



 
 

11

ハンガーチューブをシート側面のチューブ挿入口へ挿入する。
もう一方のハンガーチューブも同様にする。

チェック：
ハンガーチューブをしっかり引っ張って、シート本体に固定され
ていることを確認する。

2

カチッ！

12

お子さまの安全のために

肩と腰にあるスライドアジャス
ターを使用して、よりしっかりと
拘束する。肩にかけるシートベ
ルトの位置を変更するには、次
のページをご覧ください。

1

3

2

警告 ・落下の危険：
  常にお子さまをシートベルトで拘束すること。
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シートベルト通し穴を変更する
場合、シートベルトをシートカ
バーの左右同じ高さの通し穴に
通すようにしてください。

4

5

シートベルトは、肩と同じ高さ
か、肩の少し上の高さの通し穴
に通す。シートベルトがねじれ
ないようにしてください。

14

電池の取り付け（電池は本製品には含まれていません）

スウィングからお子さまを降ろした状態で、マイナスドライバーなどをス
ロットに指し込み、電池ケースの蓋を開ける。４個の単一形（Dサイズ、
LR20-1.5V）電池を入れる。

電池が正しい向きで入っているか確認する。
電池が逆方向に入っていると、スウィングは作動しません。

警告 ・けがを防止するために：
   電池の交換はお子さまをスウィングから降ろしてから行ってください。
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電池を安全にご使用いただくために

・電池はお子さまの手の届かないところに置いてください。

・電池は、異なる種類の電池と混ぜて使用したり、入れ方を間違ったり
（逆方向に入れる）、あるいは全ての電池を同時に交換または充電しな
いと、バッテリー液が漏れることがあります。古い電池と新しい電池を
混ぜて使用しない。また、アルカリ電池、標準（マンガン）電池、または充
電式（ニッケル水素、カドミウム）電池を混ぜて使用しない。

・電池は、火に投入したり、充電式ではない電池を充電しようとすると、液
漏れを起こす、または爆発するおそれがあります。電池を他の種類の電
池用の充電器で充電しない。

・液漏れが発生した電池は直ぐに廃棄する。液漏れのある電池は、皮膚
火傷や、その他の人身傷害の原因になりかねません。電池の処分は、必
ず、国および地域の規制に従って適切な方法で行ってください。

・本製品を長期間保管する場合、電池を取り外す。電池を入れたままにし
ておくと、液漏れが発生して、損傷につながるおそれがあります。

・推奨される電池の種類：
・使い切りアルカリ乾電池、単一形。（Dサイズ、LR20ー1.5V）
・異なる種類の電池を混ぜて使用しない。本製品が満足に作動しなく
なったら、電池を交換してください。

16

警告

・コンプライアンス担当者によって明示的に承認されていない変更また
は改造をこのユニットに加えた場合、ユーザーの機器を運転する権限
が無効になることがあります。

・本デバイスは、FCC（米国連邦通信委員会）ルールのパート15に適合
しています。デバイスの運転は次の 2つの条件が付与されています。
 （1）本デバイスは、有害な干渉を生じてはならない。
 （2）本デバイスは、望ましくない動作を引き起こすかも知れない干渉を
　　 含め、それが受けるいかなる干渉も受け入れなければならない。

 注記：本装置は、テストの結果、FCCルールのパート15に従い、クラ
スBデジタル機器の制限に準拠していることが確認されています。これ
らの制限は、居住地区での本装置の使用にあたり、有害な干渉から充
分に保護することを目的としています。本装置は、無線周波エネルギー
を生成、使用し、放射することがあり、使用説明書に従って設置、使用し
ない場合には、無線装置に干渉することがあります。しかし、特定の設
置状況において妨害が発生しないという保証はありません。本装置の
電源をオン／オフにすることによって、本装置がラジオまたはテレビの
受信障害を引き起こすことが判明した場合、ユーザーは、下記のいず
れかの方法で問題を解決することが推奨されます。

 ・受信アンテナの向きや場所を変更する。
 ・装置と受信機との間隔を広げる。
 ・受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに装置を
　　接続する。
 ・代理店または経験の豊富なラジオ／テレビ技術者に相談する。

 このクラスBデジタル機器は、カナダ妨害波規則の全ての要件を満た
しています。CAN ICES-3/NMB-3(B)



www.gracobaby.com
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コンセントの使用

警告

・本製品は電池を充電しません。AC アダプターの使用時には、電池は
使用されません。
・本製品を水や水蒸気の近くに置かない。浴槽、シャワー、洗面台、流し
台、ランドリータブ、プール、多湿な地下室など、湿気が多いと思われる
場所の近くで使用しない。
・液体を浴びた、落下した、あるいは損傷したACアダプターは、使用し
ない。
・電源コードを保護する。電源コードは、踏まれない、または家具やその
他のものに挟まれないところに置いてください。
・家庭用電源 /交流 100V以外には接続しない。
・濡れた手で電源コードや操作パネルを触らない。感電のおそれがあり
ます。
・お子さまが電源コードを首に巻き付けたり、電源コードや AC アダプ
ターを引っ張ったりなめたりしないよう注意すること。
・電源プラグ部にゴミを付着させたまま使用しない。

・首が絞まって窒息する危険：
・コードは、お子さまの手の届くところに置かない。延長コードを使って
使用しない。提供された電源コードのみを使用してください。

18

スウィングの始動

警告
・落下したり、滑り落ちたりして重傷を負うことがないようにする。必ず
シートベルトを着用させ、バックルを留めたら、お子さまにぴったり合う
ようベルトを調整する。

スウィングをオンにする：
スピードダイアルを時計回りに回し、スウィングを軽く押して、始動させ
る。しばらくの間、揺れ具合を観察する。設定したスウィングになるのに時
間がかかります。速度を上げるにはダイアルを時計回りに回し、速度を下
げるには反時計回りに回し、必要に応じて設定を変更します。

スウィングをオフにする：
ダイアルを反時計回りに、「カチッ」と音がして「オフ」の位置にくるまで
回す。
モータが作動中はいつでも、モータを損傷することなく、シートを停止さ
せることができます。

電池残量警告ランプ

メロディ選択

速度選択　1から 6

音量アップ

音量ダウンネイチャーサウンド

サウンド停止
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ヘッドサポート

このモデルは、一部の部品を含んでいないことがあります。
本製品に含まれている付属品以外を使用しないでください。

このヘッドサポートは、このスウィン
グにのみ使用し、他の製品には使用
しないでください。

形状や素材は異なる
場合があります。

特定のモデルの部品（モデルによっては含まれていません）

19

（メロディ選択）
メロディを選択する。10曲全てが順に流れて、再び最初の曲
に戻る。ボタンを押すと次の曲に進む。最後にボタンを押して
から、あるいは速度を変更してから60分後に、音楽が自動的
に停止する。

（ネイチャーサウンド）
5つの自然音（心音、波の音、小鳥のさえずり、水の流れ、ホワ
イトノイズ/砂嵐）から選択する。次の音が選択されるまで、ま
たはタイマーによって本製品がオフになるまで、選択した音
が連続的に流れる。ボタンを押すと、次の音に変わる。

（音量アップ）
音／音楽の音量を上げる。

（音量ダウン）
音／音楽の音量を下げる。

（ミュージックオフ）
全ての音／音楽を停止する。

電池残量警告－スウィング速度（オフ以外）を選択すると、電
池が取り付けられていれば、電池電圧が確認される。電池残
量が少ないと、LEDが点滅（1秒間点灯し、1秒間消える）する。

本製品の速度（1から6）を設定する。速度1では、本製品が軽く
スウィングし、速度6では、可動域いっぱいまでスウィングする。



www.gracobaby.com

22

バイブレーションの使用

シート下にある電池ケースの蓋
をマイナスドライバーなどを
使って外し、モジュールに単一
形（Dサイズ、LR20ー1.5V）電池
1個を入れる。

蓋を元通りに装着する。

1

2

バイブレーション：
2つの設定のうちの1つを選ぶ。

21

モビールの組立て

形状や素材は異なる
場合があります。
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・時々、本製品をチェックして、ねじの緩み、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。ご不明点がありましたら、お客様サポートセン
ターまでご連絡ください。

・シートカバーをお手入れするには、シートカバーに付いている取扱い表示ラ
ベルの洗濯指示を参照する。漂白剤は使用しない。

・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。

・日照または熱に過度にさらされると、部品が色あせる、またはゆがむおそれが
あります。

お手入れとメンテナンス

23

困った時

1.　スウィングに電池が入っていない。（電池を入れてください。）

2.　電池が切れている。（電池を新しいものと交換してください。）

3.　設定速度が低すぎる。（設定速度を見直してください）

4.　電池の方向が逆になっている。「＋」と「－」の位置を確認してください。

5.　お子さまがスウィングの脚部をつかむ。（使用を止めてください。）

6.　スウィングを押して始動させてください。

スウィングが作動しない時

1.　設定が低すぎる。（設定速度を見直してください）

2.　電池の電圧が低すぎる。（電池を新しいものと交換してください。）

3.　お子さまの体重が重すぎる、あるいは活発過ぎる。

　　（使用を止めてください。）

4.　柔らかいカーペットの上で使用している。

　　（堅い床の方がよくスウィングします。）

シートが高い位置までスウィングしない時
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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。

・ACアダプターにはPSEマークが表示されています。
・電気用品安全法は、電気製品が原因の火災や感電などから消費者を守るた
めに施行された法律で、日本国内で100Vコンセントに接続して使用されるほ
とんど全ての民生用電気製品が対象となる安全規格です。PSEマークは、電気
製品が安全性を満たしていることを示すマークです。

電気用品安全法（PSEマーク）について

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


