【家庭用品品質表示法に基づく表示】
家庭用品品質表示

NWL0000935558A

●外形寸法

【ハイチェアモード】
幅580mm×奥行き710mm
（710〜820mm）×高さ1070mm（960〜1070mm）
（奥行き・高さはトレイ引き出し位置およびシートバック角度により変わります。
）
座面の高さ：630mm
【幼児用チェアモード】
幅570mm×奥行き710mm×高さ647mm/940mm（シートバック無/有）
座面の高さ：588mm
【テーブル単体使用】
幅660mm ×奥行き380mm×高さ450mm

●構造部材

シート／シートバック／トレイ（テーブル）
：ポリプロピレン
脚：金属
（鋼）

●表面加工

脚：エポキシ粉体塗装

●張り材

シートパッド：ポリエステル

●クッション材

シートパッド：ポリウレタン

グレコ
フロアツーテーブル
Floor2Table
取扱説明書／保証書

●取り扱い上の注意

・直射日光または熱をさけてください。
・必ずシートベルトをして使用してください。
・使用中は常に近くにいて、
お子さまから目を離さないでください。
・トレイ
（テーブル）
使用時には、
加熱したなべや湯わかしなどを直接置かないでください。
〒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 TEL 0570-004-155（通話料お客様負担）

・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。

製造元：グレコ・チルドレンズプロダクツ インク
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
〒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
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このたびはGRACO®製品をお買い上げいただき、
ありがとうございます。
製品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。

警告

１
２

警告
特徴

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3

組み立て

04

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

06

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3 - A シートフレームの組み立て

4

使用

04-06

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2 - A 製品の使用モード
2 - B 部品リスト

02-03

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4 - A 〈ステージ1〉フロアシート

07-10
07

11-41

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11

4 - B お子さまを拘束する（3点式シートベルト）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
4 - C 〈ステージ2〉ハイチェア

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14

4 - D お子さまを拘束する（5点式シートベルト）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
4 - E リクライニングのしかた

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

22

4 - F トレイインサートの使い方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

24

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

29

4 - G 〈ステージ3〉乳幼児用ブースター
4 - H 〈ステージ4〉幼児用ブースター
4 - I ブースターシート使用後：

ダイニングチェア取り付けストラップを収納する

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

31

4 - J 〈ステージ5〉幼児用チェア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
4 - K 〈ステージ6〉幼児用テーブル＆チェア

・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

35

4 - L テーブルを使用した後にトレイからレッグパイプを取り外す ・・・・・・・・ 39
4 - M 〈ステージ7〉同時に2人が使える

5 お手入れ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5 - A お手入れとメンテナンス

6 その他

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

42-43

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

40

42

43-46

アフターサービスについての連絡先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
製品上の警告ラベルについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
保証書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

01

46

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。
・本書は、必要なときのために大切に保管してください。
・必ず本書の通りに製品を使用してください。
・本書に従い、注意深く組み立てを行ってください。
ご不明な点がございましたら、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
・組み立ては必ず大人が行い、お子さまが接触した状態や近くにいる時には行わないでくだ
さい。
・本製品は、他の付属品を取り付けてご使用することが出来ません。必ずもとの製品パッケー
ジ内に入っている付属品のみをお使いください。
・必ず、各々の製品の使用モードで推奨される使用方法に従ってください。
・シートのリクライニングはハイチェアモードでのみ使用可能です。他のモードでは使用しな
いでください。
・お子さまを乗せたままシートをフレームから取り外さないでください。
・トレイに無理に力をかけないでください。トレイの3段階の位置調節のみを使用してくださ
い。トレイ両側の突起がシート本体側の溝にはまっていることを確認してください。
・トレイの上に乗ったり、たたいたりしないでください。お子さまが落下したり、トレイが破損
するおそれがあります。
・シートに座ったお子さまが、テーブルを押したり蹴飛ばしたりしないよう注意してください。
製品が転倒したり、お子さまが落下するおそれがあります。
フロアシートでのご使用について
・落下の危険：お子さまがフロアシートの中にいるときおよびそこから落ちて頭蓋骨骨折を
負うなどのおそれがあります。
・必ず床の上でのみ使用してください。
・カウンターの上、テーブル、または他の高い場所や上面の端近くには製品を置かないで
ください。
・常にシートベルトを使用し、
お子さまの身体に合うようにしっかりと締め付けてください。
・トレイはお子さまをシート内に拘束するためのものではありません。
・この製品をお子さまの持ち運びや運送に使用しないでください。
・首すわり後のお子さまにしか、
ご使用いただけません。
・お子さまが這って出るようになったり、
歩いたり出来るようになったら、
使用を中止してくだ
さい。
・常にお子さまから目を離さないでください。
・溺死の危険：フロアシートが浴槽またはプールの中に置かれたとき、お子さまが溺れるおそ
れがあります。
・決して水の中または水の近くで使用しないでください。
・フロアシートが破損したり、故障した場合は、使用しないでください。常に点検を行ってく
ださい。
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１ 警告

目次

警告

2-A

製品の使用モード

１ 警告

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。
ハイチェアでのご使用について
・落下の危険：お子さまがハイチェアから落下し、
頭蓋骨骨折を負うなどのおそれがあります。
お子さまが適切に拘束されていない場合、
転落が突然起こることがあります。

警告

各使用モードにおいて、取り外したり、使用しない部品は、お子さまの手
の届かないところに保管する。思わぬ事故の原因となります。

２ 特徴

・常にシートベルトを使用し、
お子さまの身体に合うようにしっかりと締め付けてください。
・トレイはお子さまをハイチェア内に拘束するためのものではありません。
・使用中は常に近くにいて、
お子さまから目を離さないでください。
・お子さまをハイチェアのシートやフットレストの上に立たせないでください。
・腰のすわったお子さまのみ、
背もたれを立てた状態でハイチェアを使用してください。
・シートに座ったお子さまが、
テーブルを押したり蹴飛ばしたりしないよう注意してください。
製品が転倒したり、
お子さまが落下するおそれがあります。
乳幼児用ブースターおよび幼児用ブースターでのご使用について
・お子さまがブースターシートから、
またはシートと一緒に落下し、
頭蓋骨骨折を負うなどのおそ
れがあります。
・使用前に、
ブースターシートがそれぞれの使用モードについて、
大人用のいす
（ダイニング
チェア）
にしっかりと取り付けられていることを確認してください。
・お子さまが手助け無しでブースターシートから出入りできるようになるまで、
常にシートベ
ルトを使用してください。
シートベルトはお子さまの身体に合うようにしっかりと締め付けて
ください。
トレイはお子さまをシート内に拘束するためのものではありません。
・シートに座ったお子さまが、
テーブルを押したり蹴飛ばしたりしないよう注意してください。
製品が転倒したり、
お子さまが落下するおそれがあります。
・ブースターシート内にお子さまが乗っている状態で、
シートを持ち上げて運ばないでくだ
さい。
・使用中は常に近くにいて、
お子さまから目を離さないでください。

〈ステージ1〉フロアシート

〈ステージ2〉ハイチェア

【首のすわったお子さまのみ】
12カ月＆13.6kg
（30ポンド）
まで

3歳＆18kg（40ポンド）
まで

・このブースターシートは腰のすわったお子さまでのみ、
使用してください。
・いかなるいすにブースターを取り付けるときでも、
ブースターストラップは常に使用してください。
取り付け時は、
常にストラップをしっかりと引っ張り、
締めてください。
・背もたれの無いいす、
キャスター付きいす、
折りたたみいす、
または他のタイプでもこのブース
ターをしっかりと取り付けることのできないいすには、
ブースターを使用しないでください。推奨
されるタイプのいすは、
4本の脚と、
高い背もたれ、
しっかりとした座席をもつものです。
・深刻な傷害または死亡を防止するために、
自動車の中では使用しないでください。

〈ステージ3〉
乳幼児用ブースター

幼児用チェアでのご使用について
・シートに座ったお子さまが、テーブルを押したり蹴飛ばしたりしないよう注意してください。
製品が転倒したり、お子さまが落下するおそれがあります。
・使用中は常に近くにいて、お子さまから目を離さないでください。
・幼児用チェアをダイニングテーブルに近づける際には、テーブルとチェアの間にお子さまの
脚などを挟まないように気をつけて動かしてください。

【腰のすわったお子さまのみ】
3歳＆18kg（40ポンド）
まで

・首が絞められて窒息する危険：
窓用ブラインドのコード、
カーテン、
電話コードなど、
ひも状のものがある場所に本製品を置かな
いでください。
・この製品にはフロアツーテーブルの付属品のみを使用してください。
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2-B

部品リスト

モデルによっては、
以下に示す部品が含まれない場合があります。
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。
組み立てに工具は必要ありません。

２ 特徴

２ 特徴

〈L〉

〈R〉

上部フロントレッグパイプ
（L・R）

〈ステージ4〉幼児用ブースター

〈ステージ5〉幼児用チェア

【腰のすわったお子さまのみ】

3〜6歳＆

5歳＆27.3kg
（60ポンド）
まで

上部リアレッグパイプ

R

L

シートバック

18kg（40ポンド）〜27.3kg（60ポンド）
〈L〉

サポートパッド

〈R〉

下部フロントレッグパイプ
（L・R）

下部リアレッグパイプ

フットレスト
フロアシート
フォームインサート

スナックトレイ
トレイインサート

〈ステージ6〉幼児用テーブル＆チェア

〈ステージ7〉

警告
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フルサイズトレイ

シートアセンブリ

同時に2人が使える

7歳＆31.6kg
（70ポンド）
まで

製品が入っていた箱、梱包部材、ポリ袋をお子さまの手の届く所に放置
しない。
お子さまがかぶったりして窒息するおそれがあります。
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3-A シートフレームの組み立て
〈準備するもの〉
プラスチック
コネクタ
〈L〉

シートアセンブリ

3.上部リアレッグパイプ（プラスチックコネク
タ無し）を手順2と反対側の穴に取り付け
ます。

〈R〉

上部フロントレッグパイプ（L・R）

上部リアレッグパイプ

上部フロントレッグパイプおよび上部リア
レッグパイプは取り付けた後、取り外しが
出来ませんのでご注意ください。

プラスチック
コネクタ

2.シートの底部にある矢印マークを確認して
ください。上部フロントレッグパイプ（プラ
スチックコネクタ付き）を矢印マークの両
脇の穴に取り付けます。

L

R

車輪

4.パイプに表示されている
「L」
と「R」がシー
トの底部の「L」
と「R」に合っていることを
確認して、下部フロントレッグパイプ（車輪
付き）
を上部フロントレッグパイプ（プラス
チックコネクタ付き）に取り付けます。
プラスチック製のコネクタが、図のように
内側に向き合うようにして取り付けてくだ
さい。
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L

L

R

R
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３ 組み立て

３ 組み立て

1.シートアセンブリを裏返しにします。

L

R

7.組み立てたシートフレームをひっくり返
し、図のように立てて置きます。
5.下部リアレッグパイプ（車輪無し）を上部
リアレッグパイプに取り付けます。

３ 組み立て

３ 組み立て
6.図のようにして、パイプを引っ張り、4本と
もすべて正しく取り付けられていることを
確認してください。
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8.図のようにフットレストを取り付けます。
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4-A 〈ステージ1〉フロアシート

〈スナックトレイの位置を調節する〉

1.フロアシートを取り外すために、シートの
側面にあるボタンを押し
（左右）、
フレーム
から持ち上げます。

1.スナックトレイの前面にあるボタンを握り
ながら、
フロアシートに向かって押して、
ト
レイの位置を調節します。
位置は 3段階に調節出来ます。

2.フロアシートを床に置きます。

2.スナックトレイを引っ張って、
スナックトレ
イが正しく取り付けられていることを確認
します。

フロアシートフォームインサート

警告

トレイに無理に力をかけないでく
ださい。
トレイの 3 段階の位置調
節のみを使用してください。
トレイ
両側の突起がシート本体側の溝
にはまっていることを確認してく
ださい。

〈スナックトレイを取り外す〉

3.スナックトレイを取り付けるには、
スナック
トレイをフロアシートの正面の開口部に
「カチッ」
と音がするまで差し込みます。

警告

カチッ！
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1.スナックトレイの前面にあるボタンを握り
ながら、
フロアシートから引き出します。
もう片方の手でシート本体をおさえなが
らトレイをゆっくりと引き出してください。

トレイを取り付ける時は、お子さ
まの指や手足を挟まないように
注意すること。

警告
12

トレイを取り外す際は、周りの人
やものに注意して取り外す。
トレイ
がぶつかり、けがをするおそれが
あります。

４ 使用

４ 使用

フロアシートフォームインサートは、お子
さまの成長に合わせて、取り外しても使い
いただけます。取り外し方は、P14を参照く
ださい。

4-B お子さまを拘束する（3点式シートベルト）

警告

4-C 〈ステージ2〉ハイチェア

落下の危険：常にシートベルトを使用してください。

1.腰ベルト、股ベルトをフロアシートフォー
ムインサートから抜き取って、シートから
取り外します。
フロアシートフォームインサートは取り付
けた状態でもお使いいただけます。

1.図のように腰ベルトをベルトバックルに取
り付けます。

2.シートを幼児用チェアの上にのせ、
「カチッ」
と音がするまで、
差し込みます。

2.腰のスライドアジャスターを使ってしっか
りと締め付けてください。

3.シートを引っ張って、取り付けられている
ことを確認してください。
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４ 使用

４ 使用

カチッ！

シートバック

タブ
カチッ！

4.シートバックを取り付けるには、
2本の支柱を
シート本体の穴に合わせて差し込み、
タブの
穴をシート本体の突起にはめ込みます。

7.フルサイズトレイ底面にある２つのハンド
ルを握りながら、スナックトレイの上に載
せて固定します。

タブとシート本体の突起の間にシートパッ
アドバイス ドを挟み込まないように注意ください。

〈フルサイズトレイの位置を調節する〉

6.フルサイズトレイを取り付けるには、
まずス
ナックトレイをシート本体に取り付けます。

警告
15

４ 使用

４ 使用

5.シートバックを引っ張って、安全に取り付
けられていることを確認してください。

1 .トレイの 前 面 にあるボタンを押しな が
ら、シートに向かって押して、
トレイの位
置を調節します。位置は 3段階に調節出
来ます。
位置の調節は、もう片方の手でシート本
体をおさえながら、ゆっくりと調節してく
ださい。

警告

トレイを取り付ける時は、お子さ
まの指や手足を挟まないように
注意すること。
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トレイに無理に力をかけないでく
ださい。
トレイの 3 段階の位置調
節のみを使用してください。
トレイ
両側の突起がシート本体側の溝
にはまっていることを確認してく
ださい。

4-D お子さまを拘束する（5点式シートベルト）

2.トレイを引っ張り、正しく取り付けられてい
ることを確認してください。

警告

落下の危険：常にシートベルトを使用してください。

1.開く時は、バックルのボタンを押して腰ベ
ルトを外してください。

〈フルサイズトレイを取り外す〉

警告
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2.閉じる時は、肩ベルトコネクタを腰ベルト
に取り付けて、バックルへはめ込んでくだ
さい。

トレイを取り外す際は、周りの人
やものに注意して取り外す。
トレイ
がぶつかり、けがをするおそれが
あります。
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４ 使用

４ 使用

1.トレイを取り外すには、
トレイの前面にある
ボタンを握りながら、
ハイチェアから引き出
します。
もう片方の手でシート本体をおさえなが
ら、
トレイをゆっくりと引き出してください。

〈肩ベルトの高さ調節〉

3.肩および腰のスライドアジャスターを使用
して、
しっかりと締め付けてください。

シートバックパッド

1.シートバックをシート本体から取り外して
ください。
（P30参照）
その後、シートバックパッドを取り外しま
す。パッドの後ろ側の3つのスナップを外
し、前側の4つのプラスチックタブを引き抜
いてください。

４ 使用

４ 使用
2.肩ベルトの高さを調節するには：
肩ベルト取り付け穴の下にあるボタン
を押して
肩ベルトを取り付け穴から上方向へ引
き抜く。
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4-E リクライニングのしかた

3.肩ベルトを取り付けたい高さの取り付け
穴に差し込んでください。
両方の肩ベルトが同じ高さにあることを
確認してください。
肩ベルトを引っ張り、正しく固定されてい
ることを確認してください。
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1.シートの後ろ側のハンドルを握ってシート
バックを上げ下げし、
リクライニングの調
節をします。
リクライニングは3段階に調節出来ます。

４ 使用

４ 使用

4.シートバックパッドをシートバックにかぶ
せ、肩ベルトをシートバックパッドの対応
する穴に挿入します。
図のように、シートバックにシートバック
パッドのプラスチックタブ（4カ所）を取り
付けて、スナップ（3カ所）を固定してくだ
さい。

警告

・シートのリクライニングはハイチェアモードでのみ使用可能です。
他のモードでは使用しないでください。
・お子さまを乗せたままハイチェアのリクライニングを調節しないで
ください。
・腰のすわったお子さまのみ、背もたれを立てた状態でハイチェアを
使用してください。
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4-F トレイインサートの使い方

4-G 〈ステージ3〉乳幼児用ブースター

20.32cm
（8インチ）

43.18cm
（17インチ）

41.91cm
（16.5インチ）

乳幼児用ブースターシートをダイニングチェアの
上で使用する場合、
ダイニングチェアは、
座 面 部 分：幅43.18 cm
（17インチ）
以上
：奥行き41.91 cm
（16.5インチ）
以上
背もたれ部分：高さ20.32 cm
（8インチ）
以上
が必要です。

1.トレイインサートを、フルサイズトレイの
上に押し当てて取り付けます。

４ 使用

４ 使用
1.シートの両側にあるボタンを押しながら持
ち上げて、ハイチェアのフレームから乳幼
児用ブースターを取り外します。

2.取り外す場合は、
フルサイズトレイ後ろ側
を引き上げてください。
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2.乳幼児用ブースターシートをひっくり返し
ます。バックルのイラスト付きのふたの中
にダイニングチェア取り付け用ストラップ
が収納されています。
図のようにタブを押し、ふたを開けてくだ
さい。

カチッ！

4.ダイニングチェアの背もたれの周りに、後
側の細い方のストラップを巻き付け、ク
リップをとめます。
ストラップの端部を引っ張って、
ストラップ
をきつく締めてください。

ふたが勢い良く開く場合があるのでご注
意ください。

４ 使用

４ 使用
5.前側の太い方のストラップをダイニング
チェアの座面下側に向かって巻き付け、
ク
リップをとめます。ストラップ の 端 部を
引っ張って、
ストラップをきつく締めてくだ
さい。

3.肘 掛けのないダイニングチェアの上に、
シートバックを最も立てた状態にした乳幼
児用ブースターを、ダイニングチェアの背も
たれにつけるようにして置いてください。
ストラップはダイニングチェアに取り付け
られるよう、フリーにしておいてください。
ダイニングチェア上には、余分なシートパッ
ドやクッションなどがないことを確認して
ください。
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カチッ！
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〈フルサイズトレイの位置を調節する〉

1.トレイの前面にあるボタンを握りながら、
シートに向かって押して、
トレイの位置を
調節します。
位置は 3段階に調節出来ます。

6.乳幼児用ブースターを引っ張り、
ダイニン
グチェアに確実に取り付けられていること
を確認してください。

2.トレイを引っ張って、
トレイが正しく取り付
けられていることを確認してください。

警告

トレイに無理に力をかけないでく
ださい。
トレイの 3 段階の位置調
節のみを使用してください。
トレイ
両側の突起がシート本体側の溝
にはまっていることを確認してく
ださい。

〈フルサイズトレイを取り外す〉

1.トレイを取り外すには、
トレイの前面にあ
るボタンを握りながら、ハイチェアから引
き抜きます。
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４ 使用

４ 使用

7.トレイを取り付ける場合は、
トレイの前面
にあるボタンを握りながら、シートに向
かって差し込んでください。

4-H 〈ステージ4〉幼児用ブースター

20.32cm
（8インチ）

43.18cm
（17インチ）

41.91cm
（16.5インチ）

幼児用ブースターシートをダイニングチェアの上
で使用する場合、
ダイニングチェアは、
座 面 部 分：幅43.18 cm
（17インチ）
以上
：奥行き41.91 cm
（16.5インチ）
以上
背もたれ部分：高さ20.32 cm
（8インチ）
以上
が必要です。

シートボトムパッド

2.シート本体のシートボトムパッドをめくり、
図のように、
タブを引きながらシートバッ
クを持ち上げ、
ブースターシートからシー
トバックを取り外してください。

４ 使用

４ 使用
1.〈ステージ3〉乳幼児用ブースターシートの
1から6の手順に従って、
ブースターシート
をダイニングチェアに取り付けます。

3.幼児用ブースターシートとしてシートを
使用できます。
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4-I ブースターシート使用後：
ダイニングチェア取り付け用ストラップを収納する

1.ダイニングチェア取り付け用ストラップを
収納ボックスの中に戻します。

1.ブースターシートがハイチェアフレームに
取り付けられている場合は、
シートの両側
にあるボタンを押しながら持ち上げて、ハ
イチェアフレームから乳幼児用ブースター
シートを取り外します。

４ 使用

４ 使用

2.バックルのイラスト付きのふたを閉じます。
ブースターをハイチェアフレームに取り付
ける場合には、必ずストラップを収納して
ください。

4-J 〈ステージ5〉幼児用チェア

2.シートバックを幼児用チェアに取り付ける
場合は、
タブを引っ張ってブースターシー
トからシートバックを取り外します。
幼児用チェアはシートバックの有無にかか
わらず使用できます。
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4.図のように、シートバックにシートバック
パッドのプラスチックタブ（4カ所）を取り
付けて、スナップ（3カ所）を固定してくだ
さい。

3.図のようにシートパッドを取り外した後、

肩ベルト取り付け穴の下にあるボタンを
押して、肩ベルトを取り付け穴から引き抜
きます。

6.シートバックを引っ張り、確実に取り付けら
れていることを確認してください。

33

34

４ 使用

４ 使用
カチッ！

5.シートバックの2本の支柱をシートの穴に
合わせて差し込みます。

4-K 〈ステージ6〉幼児用テーブル＆チェア

1.図のようにフットレスト両脇のタブを内側
に引きながらフットレストを引き上げ、取
り外します。

警告

幼児用テーブル＆チェアとして使
用する場合は、必ずフットレストを
外してください。
お子さまがフット
レストに乗るなどして、チェアが転
倒するおそれがあります。

5.図のようにチェアをひっくり返してチェア
の完成です。

４ 使用

４ 使用

2.図のように、幼児用チェアをひっくり返し
ます。
幼児用チェアの脚のボタンを中に押し込ん
で、下部リアレッグパイプ（車輪無し）を取
り外します。

アドバイス

4.テーブルの組み立てのために、
リアレッグ
パイプ（車輪無し）
とフロントレッグパイプ
（車輪付き）は脇に置いておきます。

本体が不安定になってレッグパイプが取り
外しにくい場合は、
シートバックを取り外し
てから行ってください。
（P32参照）

3.下部フロントレッグパイプ（車輪付き）
でも
同じように繰り返します。
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〈幼児用テーブル〉

1.フルサイズトレイがブースターシートに取
り付けられている場合は、
トレイ底面にあ
るハンドル（左右）を握りながら、
フルサイ
ズトレイの上部をスナックトレイから取り
外します。

L

L

5.レッグパイプを引っ張って、確実に取り付
けられていることを確認してください。

R

R

L
R

3.フロントレッグの取り付け穴に下部フロン
トレッグパイプ（車輪付き）を取り付けま
す。
トレイの底面の「L」
と「R」がフロント
レッグパイプの「L」
と「R」
と合っているこ
とを確認してください。
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6.テーブルを裏返しにして幼児用テーブル
の完成です。
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４ 使用

４ 使用

2.フルサイズトレイの上部をひっくり返して、
脚の取り付け穴を確認してください。

4.リアレッグの取り付け穴に、下部リアレッグ
パイプ（車輪無し）
を取り付けます。

4-L テーブルを使用した後に
トレイからレッグパイプを取り外す

4-M 〈ステージ7〉同時に2人が使える
〈オプション1〉
「フロアシートまたは幼児用ブースター」
と
「幼児用チェア」

1.フルサイズトレイ底面にあるハンドルの内
の一方を握って、ハンドルと隣接する2本
のレッグパイプを取り外します。

または

４ 使用

４ 使用

〈オプション2〉
「乳幼児用ブースター」
と
「幼児用チェア」

2.反対側のレッグパイプも同じようにして取
り外します。
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5-A お手入れとメンテナンス
〈オプション3〉
「フロアシートまたは乳幼児用ブースター」
と
「幼児用テーブル＆チェア」

〈シートバックパッドおよびシートボトムパッドの取り外し方〉

1.シートバックパッドを取り外すには、背面
の3カ所のスナップを外し、前面の4カ所の
プラスチックタブを外します。

または

４ 使用

〈オプション4〉
「乳幼児用ブースター」
と
「幼児用テーブル＆チェア」

取り付けは逆の手順で行ってください。
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５ お手入れ

2.シートボトムパッドを取り外すには、10カ
所のプラスチックタブを外します。

製品上の警告ラベルについて

〈お手入れ〉
・部品の磨耗、布の破れやほつれがないか製品を定期的に点検してください。
部品を交換または修理が必要な場合は、弊社お客様サポートセンターまでご

・製品上の警告ラベルには、以下の警告が表示されています。

連絡ください。

警告

・ハイチェアのフレームはよく絞ったぬれタオルを使用して拭き取ってくださ
い。漂白剤の使用は禁止です。
・フロアシートフォームインサートの洗浄は、ぬるま湯を使用してください。
・重いものの下にフロアシートフォームインサートを置かないでください。

〈縫製品の洗浄方法〉
・シートボトムパッド、
サポートパッドの洗浄方法

・洗濯機は他のものと分け、常温の弱水流で洗ってください。
・漂白剤を使用しないでください 。

フロアシートでのご使用について
落下の危険：お子さまが、フロアシートの中にいるとき
およびそこから落ちて頭蓋骨骨折を負うなどのおそれ
があります。
・必ず床の上で使用してください。
・カウンターの上、テーブル、または他の高い場所や上面
の端近くには製品を置かないでください。
・常にシートベルトを使用し、お子さまの身体に合うよう
にしっかりと締め付けてください。
・トレイはお子さまをシート内に拘束するためのもので
はありません。
・この製品をお子さまの持ち運びや運送に使用しないで
ください。
・首すわり後のお子さまにしか、ご使用いただけません。
・お子さまが這って出るようになったり、歩いたり出来る
ようになったら、使用を中止してください。
・常にお子さまから目を離さないでください。
溺死の危険：フロアシートが浴槽またはプールの中に置か
れたとき、
お子さまが溺れるおそれがあります。
・決して水の中または水の近くで使用しないでください。
・フロアシートが衝撃を受けたり、破損した場合は、使用
しないでください。定期的に点検を行ってください。

・絞らずに吊り干ししてください。
・アイロン掛けをしないでください。

・すべての警告および取扱説明書に従わない場合、重傷
または死亡事故につながる可能性があります。お子さ
まの安全のために、製品を使用する前にラベルと取扱
説明書をお読みください。

・ドライクリーニングできません。
・シートバックパッドの洗浄方法
・湿った布で拭いてください。

警告

・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

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

受付時間：AM10：00〜PM5：00（土、
日、祝日、弊社所定休日を除く）
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・使用前に、
ブースターシートがそれぞれの使用モードについて、
大人用のいす
（ダイニングチェ
ア）
にしっかりと取り付けられていることを確認してください。
・常にシートベルトを使用してください。
シートベルトはお子さまの身体に合うようにしっかりと締
め付けてください。
・シートに座ったお子さまが、
テーブルを押したり蹴飛ばしたりしないよう注意してください。
・ブースターシート内にお子さまが乗っている状態で、
シートを持ち上げて運ばないでください。
・使用中は常に近くにいて、
お子さまから目を離さないでください。
・背もたれの無いいす、
キャスター付きいす、
折りたたみいす、
または他のタイプでもこのブース
ターをしっかりと取り付けることのできないいすには、
ブースターを使用しないでください。推奨
されるタイプのいすは、
4本の脚と、
高い背もたれ、
しっかりとした座席をもつものです。
・いかなるいすにブースターを取り付けるときでも、ブースターストラップは常に使用してくださ
い。取り付け時は、常にストラップをしっかりと引っ張り、締めてください。
・この製品にはフロアツーテーブルの付属品のみを使用してください。
・深刻な傷害または死亡を防止するために、自動車の中では使用しないでください。
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６ その他

６ その他

アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社
〈電話連絡先〉

お子さまがブースターシートから、
またはシートと一緒に落下し、
頭蓋骨骨折を負うなどのおそれ
があります。

警告
落下の危険性：お子さまがハイチェアから落ちて、頭蓋
骨骨折を負うなどのおそれがあります。お子さまが適切
に拘束されていない場合、転落が突然起こることがあり
ます。
・常にシートベルトを使用し、お子さまの身体に合うよう
にしっかりと締め付けてください。
・トレイはお子さまをハイチェア内に拘束するためのも
のではありません。
・使用中は常にお子さまの近くにいて、お子さまから目
を離さないでください。

警告
・すべての警告および取扱説明書に従わない場合、重傷
または死亡事故につながる可能性があります。お子さ
まの安全のために、製品を使用する前にラベルと取扱
説明書をお読みください。
・使用中は常にお子さまの近くにいて、お子さまから目
を離さないでください。
・この製品にはフロアツーテーブルの付属品のみを使用
してください。
・シートに座ったお子さまが、テーブルを押したり蹴飛ば
したりしないよう注意してください。

６ その他
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