製品を組み立て、
ご使用する前に取扱説明書（本書）の全ての指示をよくお読み
ください。
取扱説明書は将来のご使用のために必ず保管してください。
本書に記載されている以外の方法で使用しないでください。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。

グレコ

ライトトラベラー LX プラス
LiteTraveler LX Plus
取扱説明書／保証書

・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。

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社
〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル
ベビー事業部 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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ご使用の前に必ずお読みください
〈本書の表示について〉
「警告」
「
、注意」
の表示は、
これらの注意事項が守られなかった場合に予想される、
危害・損害の切迫度の大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ず
お守りください。
表

示

表示の内容

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。

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が
想定される内容です。

禁止図記号

表示の意味
製品の取り扱いにおいて、
その行為を禁止しています。

アドバイス

製品の取り扱いで知っておくと便利な内容です。
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ご使用上の注意
・思わぬ事故につながるおそれがありますので、
ご使用の前に必ず取扱説明書を
よくお読みいただき、正しくご使用ください。

警告
これらの警告及び指示に従わない場合は深刻なケガや死亡につながることがあります。
・お子さまを一人で放置せず、決してお子さまから目を離さないでください。お子さまを常に安全
に保つために、お子さまを見守ることが必要です。
・本製品をベッドとして使用しないでください。
・小児科医はSIDS（乳幼児突然死症候群）のリスクを低減するため、かかりつけ医から指示がな
い限り、健康な乳幼児は仰向けにさせることを勧めています。
・お子さまがつかまり立ちができるようになったら、プレイヤードの側壁を登ろうとするのに踏み
台になるような大きなおもちゃや、
その他の物を取り除いてください。
・お子さまの身長が35インチ（89cm）もしくは体重が30ポンド（14kg）のどちらかを超えたら、
あるいはプレイヤードの側壁を登れるようになる場合は、
本製品の使用を止めてください。
・二人以上のお子さまを同時にプレイヤード内に入れないでください。
・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。
・本製品を窓の近くに置かないでください。ブラインドのコードまたはカーテンがお子さまに絡
まって窒息するおそれがあります。
・水平でない場所やコンクリートや石畳の上、段差のある場所、階段の降り口には設置しないで
ください。
・屋外でのご使用の際は、石や木の枝など、プレイヤードを傷つけるおそれのあるものをあらか
じめ取り除き、
整地してから設置してください。
・火のそばやストーブなどの暖房器具の近くで使用しないでください。
・風の強い日に屋外で使用しないでください。
・プレイヤードにひもをぶら下げたり、掛けたりしないでください。ひもでおもちゃなどを取り付
けないでください。
・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首の周りに置かないで
ください。
・マットレス、
枕、
掛け布団やパッドを絶対に追加しないでください。
・プレイヤードのサイドレールが完全に上がり、ロックされた状態であることを確認してくださ
い。
ロックがかかっていない状態では使用しない。
・配送用ポリ袋や、他のプラスチックフィルムをマットレスとして使用しない。お子さまが窒息する
おそれがあります。
・この製品にウォーターマットレスを使用しないでください。
・お子さまがけがをするおそれのある危険な場所からは本製品を遠ざけ、お子さまを危険から
保護してください。
・付属品以外の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でください。
・プレイヤードの側壁は柔らかいメッシュ性ですが、サイドレールは固い金属です。つかまり立ち
のお子さまが頭をぶつけないようご注意ください。
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ご使用上の注意
・思わぬ事故につながるおそれがありますので、
ご使用の前に必ず取扱説明書を
よくお読みいただき、正しくご使用ください。

警告

製品を取り出した時に
はじめて製品を取り出した時に、本体とすべての部品が揃っているか、
またそれ
らに破損がないことを確認してください。万一欠品や破損の際は、
ご使用を中止
し、弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。
（P13参照）

部品リスト

・小さすぎる、または厚すぎるマットレスを追加使用しない。使用した場合マットレスと製品側面
との隙間にお子さまが入り込んで、お子さまが窒息する可能性があります。
・製品内で柔らかい寝具を使用した場合、お子さまが窒息する可能性があります。マットレス、
枕、
掛け布団やパッドを絶対に追加しないでください。

製品の組み立てについて：
・プレイヤードは、サイドレールも含め、完全に組み立てられていることを確認してから使用して
ください。
・サイドレールを押し下げて、ラッチがしっかりと固定されていることを確認してください。
・使用する前に、本製品の布の12個のスナップすべてがフレームにしっかりと固定されているこ
とを確認してください。
・留め具がゆるんでいる、または欠損している、接合がゆるい、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でください。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。異常を感じた場合は、お客様サポートセンター（P13）までご連絡くださ
い。
純正品ではない代用部品は、使用しないでください。

プレイヤード本体

幌

・お子さまの深刻な健康被害や死亡につながるような、気温の高い日や日差しの強い日には、本
製品を使用しないでください。
・本製品内に熱がこもることによる、お子さまの過熱を防ぐために、製品の換気を充分に行って
ください。
・正しくご使用いただくと、幌は日陰を作りますが、設置場所によっては、熱がこもりプレイヤード
の外の日陰より暑くなる場合がありますのでご注意ください。

収納バッグ

〈付属品〉

取扱説明書

メッシュネット

取扱説明書（本書）

(幌に取り付けてられています。）

警告
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・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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プレイヤードの組み立て方

注意

③

・組み立ての際に指を挟まないようにご注意ください。

サイドレール
ホック
（12カ所）
ラッチ

①
縦フレーム

③ラッチがある面のサイドレールを上から押し、本体が折りたたまれないこと
（ロックがかかっていること）
を確認する。
本体生地の12カ所のホックが全てとめられていることを確認する。
①プレイヤードを軽く開き、縦フレームの角部のプラスチック部品を上にスライ
ドさせる。

ドア

②

④

サイドレール

突起

ファスナー
クリップ

ラッチ
カチッ！

⑥

※ラッチはドアのある側壁のところにあります。

②ラッチの脇の2本のサイドレールを握ってラッチの穴にロックの突起を合わ
せ、
カチッと音がするまではめ込む。
（突起側に向かって、
ラッチを少し押し込むようにしてください。）

アドバイス

・ラッチをかけにくい場合、角部の部品を挟んでラッチと反対側の
2本のサイドレールを握りながら、ラッチをはめ込んでください。
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⑤

ドア

④ドアを開く場合は、
ファスナーの引手をクリップから外してからファスナーを
開ける。
⑤ドアを開けておく場合は、邪魔にならないようにドアを巻いておく。
⑥ドアを閉めた後は、
ファスナーの引手をクリップでとめる。
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幌の取り付け方

注意

メッシュネットの取り付け方

・クリップをはめ込む際に指を挟まないようにご注意ください。
・幌の取り付けは、周囲に人がいないことを確認してください。

・幌は、
「GRACO」のロゴが表示されている側が表側になるようにして取り付けて
ください。

②

突起

・メッシュネットのファスナーは最後まで確実にとめてください。
・メッシュネットのふちはサイドレールから外したままにせず、一時的に外した
場合も再びかぶせなおしてください。
・取り外したメッシュネットをプレイヤード内に置いたり、サイドレールにかけた
りして放置しないでください。
ファスナー

②

①

本体角部の部品
クリップ

カチッ！

カチッ！

①

メッシュネット
幌
クリップ
（4カ所）
縦フレーム

①ファスナーでメッシュネットを取り付ける。

サイドレール

①幌のクリップを図の赤丸位置の縦フレームに取り付ける。
（4カ所）
②幌の両端のクリップについては、突起の位置が本体角部の部品の上面に来る
ようにして取り付ける。

アドバイス

注意

・幌の両端のクリップから取り付けると取り付けやすくなります。

・幌は折りたたみのラッチ脇の縦
フレームには取り付けることが
できません。

②

ポケット

収納バッグ
ラッチ
この位置には取り付けられません。
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③

②メッシュネットのふちをサイドレールにかぶせる。
③取り外したメッシュネットは折りたたんで収納バッグのポケットに収納できます。
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幌の折りたたみ方

プレイヤードの折りたたみ方

①

①
クリップ（4カ所）

縦フレーム

①幌のクリップを縦フレームから取り外す。
（4 カ所）

アドバイス

①ラッチの脇の2本のサイドレールを握りながら、
ラッチを外側に引いて解除する。

・幌の中間のクリップから外すと取り外しやすくなります。

アドバイス

・握りながらのラッチ解除が難しい場合は、2本のサイドレールのうち
上側のサイドレールを下に押しながら外すとやりやすくなります。

②

④

幌

③

ストラップ

収納バッグ

②

収納バッグ

③

※幌は、メッシュネットを取り付けたままでも折りたたみ可能です。

②幌両端を中央に向かって折りたたむ。
（幌内部のフレームが自然に曲がる向きに向かって曲げてください。
）
③幌の周りに幌の布地を巻きつける。
④収納バッグに保管する。
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②床の中央にあるストラップを引き上げて折りたたむ。
③折りたたんだプレイヤードは収納バッグに保管する。
（幌を収納する場合は、幌は折りたたんだプレイヤード本体の内側に収納して
ください。）

注意

・屋外での使用後は砂や土をきれいにふき取り、充分に乾かしてから
収納、保管してください。かびやさびの原因となります。
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お手入れとメンテナンス

縫製品の取り外し方

・プレイヤードのフレーム（パイプ）及び幌は、湿らせた布で拭いてください。
・屋外での使用後は砂や土をきれいにふき取り、充分に乾かしてから収納、保管
してください。かびやさびの原因となります。
・ふき取りには、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤を使用しないでください。

〈プレイヤード側面の布の取り外し方〉
ホック
（6カ所）

〈底面〉

ベルトホック
（6カ所）

・プレイヤードの布の洗浄は下記を参照してください。

②

①

①プレイヤードの上辺角部の6カ所のホックを外す。
②本体をひっくり返してプレイヤード底面角部の6カ所のベルトホックを外す。

・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。
アジテーター式の洗濯機（洗濯漕の中央にかくはん翼が立っている洗濯機）で
洗浄しないでください。
・漂白剤を使用しないでください。
・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。
・ドライクリーニングできません。

保管方法

③

収納バッグ

・プレイヤード本体を収納バッグに入れ、直射日光の当たらない、冷暗所に保管
してください。
・上に荷物を置いたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。故障
や変形の原因となります。

注意

③布を取り外した状態のプレイヤード本体は収納バッグに入れて保管してくだ
さい。
・お子さまの手の届かない場所に保管してください。
・側面の布を再び取り付ける際には、逆の手順で行ってください。
ラッチのある面に、
ドアが来るように取り付けてください。
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・保管時に上に荷物を置いたりしないでください。
・火の近くに置いたり、炎天下で高温になる車中に放置しないでくださ
い。
プラスチック部品が変形し、性能を維持できなくなります。

廃棄方法
・お住まいの各自治体の指示にしたがって処分してください。
（環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。）
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保証とアフターサービスについて
─ 保証書 ─

〈保証について〉
・保証期間中
（購入日より1年間です。
）
に部品の欠品、
不良加工など弊社の責
任によるもの、
取扱説明書や注意書きに従った正常な使用状態で故障した
場合には、保証規定にもとづき無償修理を致します。故障の箇所によって
は、
修理できない場合がございます。
ただし、ご購入日より3年以上経過した製品についての修理はいたします
が、製品の修理箇所以外の品質の保証はいたしかねます。
（ 修理箇所の保
証期間は1カ月です。
）
また、製造中止後の製品については、修理必要部品の在庫がなくなった場
合、
修理が出来ないこともあります。
（部品の保有期間は、
製造中止後3年間
です。
）

〈アフターサービスについて〉
・ご使用中に故障などが発生したり、
点検中に発見した場合、
部品の交換また
は修理の必要が生じた場合、
及びその他異常を感じた場合は、
ご使用を中
止し製品名・品番・ロット番号
（ラッチのついているサイドレール上のシール
を参照）
をご確認のうえ、
弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。

アフターサービスについての連絡先

保証規定
1) 製品の保証期間は、
購入日より1年間です。
2) 保証期間中に不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きに従った正常な使用状態で故障
した場合は無償修理をいたします。
3) 保証期間中でも次の場合には有償での修理あるいは交換などでの対応となり、また当該対応のために要
する送料はご負担いただきます。また場合により、対応自体ができない場合もございますので予めご了承く
ださい。
ⓐ本書の提示のない場合（製品に同梱されている取扱説明書にあります。）
ⓑ保証書に購入日や販売店の記載がない場合、またはこれらの記載が書き換えられている場合
ⓒお客様の誤った使い方（取扱説明書やご使用上の注意において禁じている行為）やお手入れ不良、
または改造や不当な修理による故障、損傷、破損など
ⓓメッキ部の錆、塗装部の剥がれ、キズ、歪み、縫製品・樹脂部の紫外線劣化、変色など、通常使用に
おける自然劣化
ⓔ消耗品の消耗、故障、損傷など
ⓕ縫製品の色あせ、かび、擦り切れ、キズや破れ、その他の破損
ⓖ地震、水害、落雷などの自然災害や火災などの影響による故障、損傷、破損など
ⓗ部品の紛失および破損
4) 製品による二次的な損傷や損害などは本保証の対象外となります。
5) 一度ご使用になった製品の他の製品へのお取り替えは原則として行っておりません。
6) 事故や落下など強い衝撃を受けた製品は本保証の対象外となります。
7) 本保証は日本国内で購入し使用した場合のみ有効です。
8) 業務用、施設用など一般家庭以外で使用された場合は本保証の対象外です。
9）本保証は本書に記載の販売店から購入日に購入したお客様（贈答品については当該お客様より贈答を受け
た方）
にのみ有効です。
ネットオークション、
フリーマーケット、
リサイクルショップなどにより第三者から購入
したり譲渡を受けた使用経緯の確認できない製品につきましては本保証は適用されません。

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社
〈電話連絡先〉

ベビー事業部 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

品
製品名

番

ライトトラベラー LX プラス
ロット番号

購入日

受付時間：AM10：00〜PM5：00（土、日、祝日、弊社所定休日を除く）

年

月

日

保証期間

住所

購入日より1年間
住所

お客様

販売店
お名前

店名

TEL

・購入販売店名を確認し、品番・ロット番号・購入日をご記入ください。
・販売店発行のレシート
（領収書）
を保管していただき、本書を提示していただく際に添付してください。
・本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
・本書にご記入いただいた個人情報は、製品の保証、修理に関してのみ利用させていただきます。
・本書は、保証規定に明示した期間、条件のもとに無償修理をお約束するものです。
従って本書によりお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理など
についてご不明の場合は、弊社お客様サポートセンターに直接お問い合わせください。
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