
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、50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
プレミアム

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.

Aprica Children’s Products G.K.
1-13-13 Shimanouchi Chuo-ku. Osaka 504-0082 Japan
Customer Center TEL 0120-415-814     For Cell Phone TEL 0570-004-155
E-mail spt-hp@aprica.co.jp

IMPORTANT INFORMATION

NWL0000706272A

輸入販売元（連絡先）： アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社
製造元： グレコ・チルドレンズプロダクツ インク

〒542-0082 大阪市中央区島之内1-13-13
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

・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。
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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、四隅がコー
ナー留めの下に押し込ま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（P45）
までご連絡ください。代用部品は、使用しない。
・組み立ては、お子さまが接触した状態や近くにいる時には行わない。可動部でお子さまの指
や手足を挟んだり、製品が体にぶつかるなどしてけがをするおそれがあります。
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、健康なお子さま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。
・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。
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く。
・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。他の種類の電池用の充電器で電池を充電しない。
・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：
・使い捨て式アルカリ乾電池、単1形（LR20-1.5V）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、電池を交換する。
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警告
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・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。

警告
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2-A　部品リスト

〈モデルによっては含まれておりません〉

必要なツール ： プラスドライバー

〈以下の部品は全てのモデルに含まれています〉

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

レッグパイプ

ハンドル
（電子スイッチなし）

ロッカー
（2×）

シートパイプ
（2×）

キックスタンド
（2×）

シートカバー 日除け

ハンドル
（電子スイッチ付）

パイプ小
（2×）

ペアレントトレイ トレイフック
（2×）

おむつ交換台 おむつ交換台
パイプ

バイブレーター コントローラー

カバー バシネット マットレス

06

3-A　プレイヤードの組み立て

①本体を包んでいるマットレスの
面ファスナーを外す。

③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。

②プレイヤードに巻き付けられた
マットレスを取り外す。

カチッ！
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④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。

4.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。

⑥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。

⑤本体の片側を持ち上げ、フロア
の中央部分を押し下げる。

カチッ！

08

⑦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。

⑨マットレスの4隅をコーナー留
めの下に押し入れる。

⑧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！
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3-B　バシネットの組み立て

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、8つのクリップおよびマットレスを
完全に組み立て、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、屋外用の日除けを使
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。
・シートを取り付けている際には、お子さまをバシネットに入れない。

バシネット コントローラー バイブレーター
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①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
の底面からマットレスを取り
外す。

③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。

②クリップ（8個）を上枠にはめ込
み、クリップがしっかりはめ込ま
れていることを確認する。

注記：
マウントは必ずホイール側に取
り付ける。

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。

クリップ（8か所）

マウント
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バイブレーター

①マイナスドライバーなどを溝に
引っ掛けて電池ケースの蓋を
開ける。単1形（Dサイズ、LR20）
電池（本製品には含まれていま
せん）1個を入れる。蓋を再びは
める。

③バイブレーターの電池ケースの
蓋側を上になるように置き、バイ
ブレーターがずれないように、
中央部分をストラップでしっかり
と固定する。

②マットレスをセットしていない
状態でバシネット底面のコード
を差し込む。

12

コントローラー

①コントローラー背面の2つのね
じを取り外す。

②電池カバーを取り外して、単3形
(3-AAサイズ、LR06）アルカリ乾
電池3本（本製品には含まれて
いません）を入れる。電池カバー
を元の位置に戻して、ねじでと
める。
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③上枠側のコードの端部をコント
ローラーの側面に挿入する。

⑤マットレス底面の面ファスナー
と、バシネットの面ファスナーと
の位置が合うように、マットレス
を、柔らかい面を上にしてプレ
イヤードに入れる。

④コントローラーをプレイヤード
に取り付ける。

カチッ！
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4-A　折りたたむ

①マットレス裏側のベルトホック
（4か所）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。

②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。



ⓐ

ⓑ

ⓒ
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ⓐ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。

③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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④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。
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4-B　カバーをかける

①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。

②ファスナーを閉める。

18

5-A  コントローラーの使用方法

警告 ・お子さまが立ち上がれるようになれば、本体からコントローラーを取り
外すこと。

・バイブレーターは、バシネットまたはシートにのみ使用できます。

①コントローラー背面の2つのね
じを取り外す。

②電池カバーを取り外して、単3形
アルカリ乾電池3本（本製品には
含まれていません）を入れる。電
池カバーを元の位置に戻して、
ねじでとめる。

・製品モデルによっては、以下に示した部品の一部を含んでいません。



20

〈音量調節機能〉
音量ボタンを押すたびに、事前
設定したレベルだけ音量が増
す。最大レベルでもう1回押す
と、音楽が停止する。

〈自然音機能〉
ボタンを押すたびに次の音楽
に変わる。5曲目の後にもう1回
ボタンを押すと音楽が止まる。

〈タイマー機能〉
1回押すとタイマーが5分に、2
回押すと10分に、3回押すと15
分に設定される。

Ⓐ

Ⓑ

19

機能をオフにするには：
ボタンを2秒間押し続ける。

〈ライト機能〉
1回押すとⒶのみが点灯、2回押
すとⒶとⒷが点灯、3回押すと
Ⓑのみが点灯、4回押すと消灯
する。

〈バイブレーター機能〉
1回押すと強めの揺れ、2回で弱
めの揺れ、3回押すと揺れは止
まる。25分経過すると、自動的に
停止する。

〈ミュージック機能〉
ボタンを押すたびに次の音楽
に変わり、5曲目の後にもう1回
ボタンを押すと音楽が止まる。
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②おむつ交換台の生地が裏向き
になったままの状態で、図のよ
うに、おむつ交換台パイプを生
地の中へ通す。

　おむつ交換台パイプとレッグパ
イプの端部が、穴と突起の組み
合わせになるようなパイプの向
きで挿入する。

①おむつ交換台の生地の短い辺
の中間部分の隙間から角のあ
る方に向かってレッグパイプ
を通す。

パイプは、図の通りになってい
ること。

まだ、パイプ同士を接続しない
でください。

21

5-B　おむつ交換台

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、おむつ交換台の側面を引っ張って、
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、30ポンド（14kg）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
おむつ交換台を外す。
・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。
・おむつ交換台をシートと同じ側で使用しない。

おむつ交換台

キックスタンド
（2×）

パイプ小
（2×）

おむつ交換台パイプ レッグパイプ



2X
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⑤パイプ小を、パイプ差し込みブ
ラケットの開口部にカチッと音
がするまで差し込む。

⑦おむつ交換台を取り外す場合
は、おむつ交換台のパイプ小の
先のボタンを押しながらおむつ
交換台を引き上げる。他方の側
でも同様に行う。

⑥おむつ交換台に取り付けたパイ
プを、プレイヤード上部フレー
ムにある差し込み口に挿入す
る。おむつ交換台の側面を引っ
張って、パイプ小がしっかりと固
定されていることを確認する。

カチッ！

カチッ！
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④おむつ交換台のもう一方の側
でも、同じ手順を繰り返す。

③キックスタンドをパイプ端部の
太い側に差し込んで、もう一方
のパイプをかみ合わせる。

カチッ！

カチッ！

カチッ！
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警告

首絞めの危険：
・緩んだ、あるいはバックルが充分にとめられていないシートベルトが
お子さまの首を絞める事故が発生しています。必ずシートベルトを締
めること。
・本製品が損傷、または壊れた場合、使用しない。
・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。
・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、シートは窓の近くに置かない。
・シート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。
・日除けを使用する場合、しっかりと取り付けられていることを確認する。
・日除けは屋内でのみ使用する。
・プレイヤードの使用時に、シートをプレイヤード内に置かない。
・SIDS（乳幼児突然死症候群）のリスクを低減するために、小児科医は、
かかりつけ医から指示されない限り、健康な乳幼児は仰向けに寝かせ
ることを勧めています。
・お子さまがシート居る時は、シートに物を一切置かない。
・このシートを他の製品に使用しない。
・重傷または死亡事故防止のため、発泡体を取り外さない。
・本シートが損傷または破損した場合、使用しない。
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5-C　シート

警告

転落の危険：
・転落防止のため、お子さまが次のケースに当てはまる場合、本製品の
使用を止めてください。
　・本製品の中で体をくねらせて移動し始める、あるいは寝返りを打ち
　　始める。
　・頭が、本製品の上縁部に触れる。
　・体重が 15ポンド（6.8kg）（生後約 3ヶ月）を超える。
・お子さまが動いて、ロッキングシートが動くことがあります。ロッキング
シートとして使用する場合は必ず床に置いて使用し、高い場所では決
して使用しない。
・ご使用の際は、必ずシートベルトを締める。必要に応じて、お子さまに
ぴったり合うようベルトを調整する。
・手助け無しに、一人で立ち上がれるお子さまには使用しない。
・お子さまを一人で放置しない。
・シートをおむつ交換台と同じ側に取り付けない。
・自動車でお子さまを輸送する手段として、本製品を使用しない。

窒息の危険：
・枕やブランケット、パッドを追加したことで、お子さまの窒息事故が発
生しています。
　・必ずグレコが提供するマットレスのみを使用すること。
　・提供されたもの以外のパッドを敷いたり、お子さまの側に置いたりし
　 ない。
・製品と、隣接する面との間に挟まれて、お子さまの窒息事故が発生し
ています。
　・しっかりと取り付けてから、バシネットを使用する。
　・別の製品で本シートを使用しない。
　・囲われた場所（例えば、ベビーベッド、プレイヤード）や、垂直面
　　（例えば、壁、化粧台）に隣接したところで使用しない。
・本製品を柔らかい面に置くと、転倒します。
　・柔らかい面（例えば、ベッド、ソファー、クッション）には置かない。
・お子さまは、必ず仰向けに寝かせること。
・２人以上のお子さまを同時に乗せて使用しない。
・お子さまをシートの下に入れない。
・シートは、完全に組み立ててから使用する。シートを改造したり、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。
・必ず点検して、シートがバシネットにしっかりと固定されていることを確
認する。
・シートが取り付けられている時、お子さまをバシネットに入れない。
・窒息防止のため、シートは、必ずバシネットのマウントに取り付けて、バ
シネット内で使用する。シートをプレイヤードの底面に置かない。

重傷または死亡事故の防止：
これらの警告および指示に従わないと、使用者が死亡、または重傷を負
う可能性が想定されます。
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②バイブレーターをプレイヤー
ドに固定しているストラップを
解く。

④マットレス底面の面ファスナー
と、バシネットの面ファスナーと
の位置が合うように、マットレス
を、柔らかい面を上にしてプレ
イヤードに入れる。

③バイブレーターからプラグを抜
き、バイブレーターをバシネット
から取り外す。

27

①バシネットからマットレスを取り
外す。

警告 ・重傷または死亡事故防止のため、発泡体を取り外さない。
・結束バンドは取り外し、直ちに廃棄する。

シートカバー

日除け

結束バンド

取り外し、直ちに廃棄する。

シートパイプ
（2×）

発泡体が巻かれています。

ハンドル
（電子スイッチなし）

ハンドル
（電子スイッチ付）

ロッカー
（2×）
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⑦一方のシートパイプをハンドル
に取り付ける。ハンドルのU字形
部分を外側に向ける。ボタンが
はまっているのを確認する。

⑧もう一方のシートパイプを取り
付ける。ボタンがはまっている
のを確認する。

カチッ！

カチッ！

29

⑤電子スイッチのないハンドルを
選択する。

　ハンドルパイプをロッカーに差
し込む。ボタンを押しながら差
し込む。

⑥部品を引っ張って、しっかりと
取り付けられていることを確認
する。

カチッ！

カチッ！
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⑪一方のシートパイプをハンドル
に取り付ける。ハンドルのU字形
部分を外側に向ける。図のよう
に、ボタンがはまっているのを
確認する。

⑫もう一方のシートパイプを取り
付ける。ボタンがはまっている
のを確認する。

カチッ！

カチッ！
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⑨電子スイッチのあるハンドルを
選択する。

　ハンドルパイプをロッカーに差
し込む。ボタンを押しながら差
し込む。

⑩部品を引っ張って、しっかりと
取り付けられていることを確認
する。

カチッ！

カチッ！
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⑮スナップをとめる。

⑯スナップをとめる。
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⑬電子スイッチのないロッカー
に、シートカバーの足側を通す。

⑭シートカバーをハンドルとシー
トパイプまで引っ張り上げる。

　電子スイッチのある側にシート
の足側がくるようになります。
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⑲スナップをシートハンドルにと
める。

⑳フラップのスナップをとめ合わ
せる。

カチッ！
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⑰シートを逆さまにひっくり返す。

⑱2つのスナップをとめる。
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㉕ポケットを閉じたら、短いコー
ドが突き出ていることを確認
する。

㉖短いコードの他方の端部を電
子スイッチの背面に差し込む。

37

㉑面ファスナーを引っ張ってポ
ケットを開く。

㉒短いコードの一方の端部をバイ
ブレーターの側面に差し込む。

㉓バイブレーターをポケットに入
れる。

㉔面ファスナーを元の位置に取り
付けてポケットを閉じる。



40

㉙バシネット両側のバシネットマ
ウントにシートを固定する。

㉚シートを引っ張って、シートの両
側が、バシネットのマウントに
しっかりと固定されていることを
確認する。

注記：
シートは、必ずおむつ交換台の
反対側に取り付ける。

39

㉗面ファスナーを使って日除け
の背面をシートの頭側に固定
する。

㉘日除けのマウントを側面に取り
付ける。
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シートを取り外す

①シートを取り外すには、両側に
あるシートハンドルのボタンを
押して、持ち上げる。

②持ち上げる。
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お子さまを固定する

電子スイッチを使用する

・よりしっかりと固定するには、腰
回りのスライドアジャスターを
使用する。　

・電子スイッチを使用してシート
を振動させる場合、ボタンを左
（高）右（低）に動かして速度を
調節する。
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6-A　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。
・バシネットの洗濯：コントローラーとバイブレーターを取り外して洗濯する。バ
シネットからコードを取り外さない。温水、家庭用せっけんで手洗いし、絞らずに
干す。

シートの洗濯：
①バイブレーターを取り外す。

②小さなコードを取り外す。

　洗濯機で、冷水、低速で洗濯し、
絞らずに干す。漂白剤は使用し
ない。洗濯の詳細については、
シートパッドに付いている取扱
い表示ラベルを参照のこと。
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5-D　ペアレントトレイ

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。

①フックをペアレントトレイにある
穴（2カ所）の上から差し込む。

②プレイヤードの端部に取り付
ける。

トレイフック
（2×）

ペアレントトレイ
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アフターサービスについての連絡先

〈電話連絡先〉

受付時間：AM10：00～PM5：00（土、日、祝日、弊社所定休日を除く）

アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社

お客様サポートセンター
携帯電話からご利用の場合（通話料お客様負担） TEL 0570-004-155

TEL  0120－415－814

・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
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MEMO
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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。
　（6-7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。
　（7ページ参照）

カチッ！

カチッ！

カチッ！カチッ！

①

②

①

②

③
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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。
　（14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。
　（16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。
　（15ページ参照）


