
G ウォーカー Plus（プラス）
サイズ : W61.5×D65×H40cm

（折り畳み時高さ約 12cm）
重　量 : 2.7kg

・

取扱説明書

お手入れ方法お手入れ方法

安全のため必ずお守りください。
※重要な項目ですので、ご使用の前に必ずお読みください。使用上の注意

●組み立て・取り扱いは説明書に従い、必ず保護者
の方が正しく行ってください。

●本製品を開くときや折り畳むときに、指や手など
を挟まないようにご注意ください。

●開梱後の箱や袋はただちにお子さまの手の届かな
いところに保管してください。

●ご使用前に、必ずシート調整のクリップが LIMIT
（リミット）マークの上にきていることを確認して
ください。

●ご使用前に、確実にジョイントがロックされている
ことをご確認ください。

●テーブルなど本製品の表面は常に清潔にしてくだ
さい。食べ物や飲み物がこぼれた場合はきれいに
拭き取ってご使用ください。

●ねじ部のゆるみやストッパーの作動具合、さらに
ストッパー端面ゴムの密着状態など、本体各部を
定期的に点検してください。

●使用対象は生後 7ヶ月から 15 ヶ月までのお子さ
まに限ります。対象月齢であっても、つかまり立
ちができるようになってからご使用ください。ま
た、ひとり歩きできるようになりましたら、使用し
ないでください。

●本製品に劣化や破損、部品不足などの異常が生じ
た場合は、ただちに使用を中止してください。

●シートが外れたり、ストッパーが効かなくなったり
するなど、安全に関わる不具合が生じた場合は、
ただちに使用を中止してください。

●次のような場所でのご使用は危険ですので絶対に
おやめください。
・ 階段の降り口やベランダの出入口など、段差が

あり転倒や転落のおそれのある場所
・ 室外、たとえば道路上や庭など
・ ストーブやアイロンなど、火気の近く

●長時間のご使用はおやめください。1 回の使用時
間は 20 分以内が適当です。1 日の使用時間の合
計は 1 ～2 時間以内にしてください。

●必ず保護者の方の目の届くところでお使いくださ
い。そばを離れるときは、本製品からお子さまを
降ろしてください。 

●お子さまを乗せた状態でのシートベルトの調整や
折り畳みは絶対におやめください。

●お子さまを乗せたままでの本製品の持ち運びは絶
対におやめください。

●二人乗り、シートやテーブル、フレームや歩行器
本体の上に立つなど、危険な乗り方は絶対にしな
いでください。

●本製品を歩行器以外の用途で使用しないでください。
●分解、修理、改造は絶対に行わないでください。

●お買い上げ後、お買い上げ日・お客様名・販売店名・ロット番号（ウォーカー本体のテーブルの裏面）をただちに記入願います。
●万一故障が発生した場合は、この保証書をご提示ください。
●ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することは一切ござい
　ません。
●本保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
※品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

商品名

保証期間ロット番号：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　月　　日

お買い上げ日より６ヶ月間
お名前

店　名 TEL

TEL

ご住所（〒　　 -   　）

住　所（〒　　 -   　）

お
客
様

販
売
店

お買い上げ
年月日G ウォーカー Plus（プラス）

故障内容記入欄

保証書

保証基準

シートのベルトをシャフトから取り外します。
（3ページの「シートのベルトの取り付けかた」を参照）①
本体を裏向きにして、プラスドライバーで
2ヶ所のねじを取り外します。
シートが本体から外れます。

②

シートからシートホルダーを抜き取ります。③

ウォーカー本体・キャスター・ストッパー
●湿らせた布などで汚れを拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥をしてください。
※油をさしたり、水につけたりしないでください。
※研磨剤やシンナーなど化学薬品は使用しないでください。

●水で薄めた中性洗剤をわずかに含ませた布で汚れを拭き取り、すぐに水で湿らせた布でしっかり洗剤分を
　拭き取ってください。その後、風通しの良い日陰で自然乾燥をしてください。
※素材の特性上、多少色あせする場合があります。

警告　この表示は、「死亡または重傷などを負う危険性が想定される」内容です。

ここに示した警告および注意は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
お読みになられた後も、大切に保管してください。

シートの取り外しについてシートの取り外しについて

シートの取り外しは、行わないことを推奨いたします。シートを取り外す場合は、あらかじめ下記の手順をよくご確認
ください。

●シートの取り外し

シートにシートホルダーを入れます。
シートホルダーの位置決め穴がシートの取り付け穴に入るように
シートホルダーの表裏を確認してください。

①

シートに開いている取り付け穴にシートホルダーの位置決め穴を合わせます。②

シートホルダーの位置決め穴を本体のねじ穴に入れ、本体裏側からねじで
シートを固定します。③
シートのベルトを取り付けます。
（3ページの「シートのベルトの取り付けかた」、および「シートの調節」を参照）④

●シートの取り付け

本体裏側

シート

ねじ（2 個）

シートホルダー

シートホルダー

鉄プレートシート

シート

①本製品の品質保証期間は、お買い求めになった日より 6 ヶ月間です。
②保証期間内には、パーツの欠品、加工不良などメーカーの責任によるものは無償保証といたしますが、お客様の責任によるも

のは保証いたしかねます。
③保証期間内でも次の場合は保証対象外とさせていただきます。
　　・フレーム及びプラスチックの自然劣化。 ・シートのキズややぶれ。
　　・天変地異、事故による故障や損傷。 ・保証書のご提示がない場合。
　　・間違った使い方や改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷。
④原則として、一度ご使用になった製品は、パーツ欠品、加工不良のものを除き保証いたしかねます。
⑤保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスは受付できません。
⑥ご贈答、ご移転で保証書に記入してある販売店に保証サービスを依頼できない場合はお客様相談窓口にご相談ください。
⑦製造中止後の製品については、必要部品の在庫がなくなった場合、保証いたしかねることがあります。
⑧この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。したがって、この保証書によってお

客様の法律上の権限を制限するものではありませんので、この保証書期間後においてご不明な点があればお客様相談窓口に
お問合せください。

2017.12

位置決め穴

取り付け穴

●このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
　ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ
　正しくお使いください。
●本書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
　また、本製品を他の方にお譲りになる場合は、必ず本書も併せて
　お渡しください。
●本書に使用しているイラストは、組み立て方法などをわかり
　やすくするため現物とは多少異なることがあります。

鉄プレートをシートホルダー
から取り外さないでください。
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①

②
①

シートの調節シートの調節

シートのベルトの取り付けかたシートのベルトの取り付けかた

セット内容と各部の名称セット内容と各部の名称

本体の組み立てかた本体の組み立てかた

本体の開きかた本体の開きかた

本体の畳みかた本体の畳みかた 本体が動かないようにする（ストッパー機能）

手や指を挟まないように
注意してください。注意

手や指を挟まないように
注意してください。注意

●必ずお子さまを歩行器から
　おろして調節してください。
●クリップはLIMIT マークの上で必ず
　止めてください。ベルトが短くなると
　抜けてしまい大変危険です。

警告

●シャフトを固定しているナットが確実に締まっているか確認してください。
●ベルトを通す手順は、順番通りにゆるみのないよう注意して通してください。
●ベルトがしっかり止まっているか確認してからご使用ください。

警告

ベルトを
クリップに通します。① シャフトの上を通し、

折り返します。② ベルトをもう一度
クリップに通します。③ ベルトを締めて

たるみを取ります。④

シートテーブル

ストッパー
（2 個）

ジョイント

ベース部

フレーム
キャスター
（7個）

この部分は
持たないでください。

内側

本体正面

外側

※平らな床の上で本体を開いてください。

●折り畳んだ状態からテーブルを持ち上げ、
ジョイントの背面を外側に向けて押して
ください。カチンと音がするまで押し、
しっかりロックしてください。

ストッパーを下に押しながら、止まるまで矢
印の方向にひねってください。その後、ストッ
パーが床に設置し、本体が動かないことを確
認してください。

ストッパーを矢印の方向にひねってください。
その後、ストッパーが床から浮いていること
を確認してください。

●本体が動かないように固定する場合
ストッパーを使用します。

●本体を歩行器として使用する場合
ストッパーを使用しません。
ストッパーを解除してください。

ストッパー
右側

ストッパー
右側

本体正面 本体正面

ストッパー
左側

ストッパー
左側

ストッパー
右側

ストッパー
左側

●ベルトやシートを引っぱり、クリップを上下に
動かしてシートを調整してください。

クリップ

シート

ベルト

LIMIT
マーク

①

①
②

②

ベルト

クリップ シャフト

●フレームを持ち、図の方向①に押して矢印の方向②に倒してください。
　4 本のフレームすべてロックを解除したら、テーブルを押して畳みます。

床 床

クリップは、
LIMIT マーク
上端よりも
下に下げない。

警告 ストッパーが効かなくなった場合など、
安全に関わる不具合が生じた場合は、
ただちに使用を中止してください。

お子さまは思わぬ行動に出ることがありますので、必ず保護者の目の届くところでご使用ください。警告
ウォーカーを正しくお使いいただく上での禁止事項

●足がしっかり着いた状態で、ウォーカーを
　後方に傾けるような動作の禁止 

●身体をウォーカーの外に大きく
　乗り出す動作の禁止

●シートの上に立ち上がろうとする
　動作の禁止

●キャスター取り付け後、ベース部裏側の
ストッパー取り付け穴位置（2 ヶ所）と
位置決めボス（1ヶ所）に、向きを合わせ
ストッパーを差し込み、2ヶ所（計4ヶ所）
をねじで固定します。

ねじ

●ウォーカー本体 ●ストッパー（2個）

●キャスター（7個）

●ねじ（4本）
4本のみ使用。
ねじの余りは予備として
お使いください。

※組み立ての際は、お子さまが部品・組み立て中の製品に近づかないようご注意ください。
※平らな床の上で組み立ててください。

- 2 - - 3 - - 4 -



①

②
①

シートの調節シートの調節

シートのベルトの取り付けかたシートのベルトの取り付けかた

セット内容と各部の名称セット内容と各部の名称

本体の組み立てかた本体の組み立てかた

本体の開きかた本体の開きかた

本体の畳みかた本体の畳みかた 本体が動かないようにする（ストッパー機能）

手や指を挟まないように
注意してください。注意

手や指を挟まないように
注意してください。注意

●必ずお子さまを歩行器から
　おろして調節してください。
●クリップはLIMIT マークの上で必ず
　止めてください。ベルトが短くなると
　抜けてしまい大変危険です。

警告

●シャフトを固定しているナットが確実に締まっているか確認してください。
●ベルトを通す手順は、順番通りにゆるみのないよう注意して通してください。
●ベルトがしっかり止まっているか確認してからご使用ください。

警告

ベルトを
クリップに通します。① シャフトの上を通し、

折り返します。② ベルトをもう一度
クリップに通します。③ ベルトを締めて

たるみを取ります。④

シートテーブル

ストッパー
（2 個）

ジョイント

ベース部

フレーム
キャスター
（7個）

この部分は
持たないでください。

内側

本体正面

外側

※平らな床の上で本体を開いてください。

●折り畳んだ状態からテーブルを持ち上げ、
ジョイントの背面を外側に向けて押して
ください。カチンと音がするまで押し、
しっかりロックしてください。

ストッパーを下に押しながら、止まるまで矢
印の方向にひねってください。その後、ストッ
パーが床に設置し、本体が動かないことを確
認してください。

ストッパーを矢印の方向にひねってください。
その後、ストッパーが床から浮いていること
を確認してください。

●本体が動かないように固定する場合
ストッパーを使用します。

●本体を歩行器として使用する場合
ストッパーを使用しません。
ストッパーを解除してください。

ストッパー
右側

ストッパー
右側

本体正面 本体正面

ストッパー
左側

ストッパー
左側

ストッパー
右側

ストッパー
左側

●ベルトやシートを引っぱり、クリップを上下に
動かしてシートを調整してください。

クリップ

シート

ベルト

LIMIT
マーク

①

①
②

②

ベルト

クリップ シャフト

●フレームを持ち、図の方向①に押して矢印の方向②に倒してください。
　4 本のフレームすべてロックを解除したら、テーブルを押して畳みます。

床 床

クリップは、
LIMIT マーク
上端よりも
下に下げない。

警告 ストッパーが効かなくなった場合など、
安全に関わる不具合が生じた場合は、
ただちに使用を中止してください。

お子さまは思わぬ行動に出ることがありますので、必ず保護者の目の届くところでご使用ください。警告
ウォーカーを正しくお使いいただく上での禁止事項

●足がしっかり着いた状態で、ウォーカーを
　後方に傾けるような動作の禁止 

●身体をウォーカーの外に大きく
　乗り出す動作の禁止

●シートの上に立ち上がろうとする
　動作の禁止

●キャスター取り付け後、ベース部裏側の
ストッパー取り付け穴位置（2 ヶ所）と
位置決めボス（1ヶ所）に、向きを合わせ
ストッパーを差し込み、2ヶ所（計4ヶ所）
をねじで固定します。

ねじ

●ウォーカー本体 ●ストッパー（2個）

●キャスター（7個）

●ねじ（4本）
4本のみ使用。
ねじの余りは予備として
お使いください。

※組み立ての際は、お子さまが部品・組み立て中の製品に近づかないようご注意ください。
※平らな床の上で組み立ててください。

- 2 - - 3 - - 4 -



①

②
①

シートの調節シートの調節

シートのベルトの取り付けかたシートのベルトの取り付けかた

セット内容と各部の名称セット内容と各部の名称

本体の組み立てかた本体の組み立てかた

本体の開きかた本体の開きかた

本体の畳みかた本体の畳みかた 本体が動かないようにする（ストッパー機能）

手や指を挟まないように
注意してください。注意

手や指を挟まないように
注意してください。注意

●必ずお子さまを歩行器から
　おろして調節してください。
●クリップはLIMIT マークの上で必ず
　止めてください。ベルトが短くなると
　抜けてしまい大変危険です。

警告

●シャフトを固定しているナットが確実に締まっているか確認してください。
●ベルトを通す手順は、順番通りにゆるみのないよう注意して通してください。
●ベルトがしっかり止まっているか確認してからご使用ください。

警告

ベルトを
クリップに通します。① シャフトの上を通し、

折り返します。② ベルトをもう一度
クリップに通します。③ ベルトを締めて

たるみを取ります。④

シートテーブル

ストッパー
（2 個）

ジョイント

ベース部

フレーム
キャスター
（7個）

この部分は
持たないでください。

内側

本体正面

外側

※平らな床の上で本体を開いてください。

●折り畳んだ状態からテーブルを持ち上げ、
ジョイントの背面を外側に向けて押して
ください。カチンと音がするまで押し、
しっかりロックしてください。

ストッパーを下に押しながら、止まるまで矢
印の方向にひねってください。その後、ストッ
パーが床に設置し、本体が動かないことを確
認してください。

ストッパーを矢印の方向にひねってください。
その後、ストッパーが床から浮いていること
を確認してください。

●本体が動かないように固定する場合
ストッパーを使用します。

●本体を歩行器として使用する場合
ストッパーを使用しません。
ストッパーを解除してください。

ストッパー
右側

ストッパー
右側

本体正面 本体正面

ストッパー
左側

ストッパー
左側

ストッパー
右側

ストッパー
左側

●ベルトやシートを引っぱり、クリップを上下に
動かしてシートを調整してください。

クリップ

シート

ベルト

LIMIT
マーク

①

①
②

②

ベルト

クリップ シャフト

●フレームを持ち、図の方向①に押して矢印の方向②に倒してください。
　4 本のフレームすべてロックを解除したら、テーブルを押して畳みます。

床 床

クリップは、
LIMIT マーク
上端よりも
下に下げない。

警告 ストッパーが効かなくなった場合など、
安全に関わる不具合が生じた場合は、
ただちに使用を中止してください。

お子さまは思わぬ行動に出ることがありますので、必ず保護者の目の届くところでご使用ください。警告
ウォーカーを正しくお使いいただく上での禁止事項

●足がしっかり着いた状態で、ウォーカーを
　後方に傾けるような動作の禁止 

●身体をウォーカーの外に大きく
　乗り出す動作の禁止

●シートの上に立ち上がろうとする
　動作の禁止

●キャスター取り付け後、ベース部裏側の
ストッパー取り付け穴位置（2 ヶ所）と
位置決めボス（1ヶ所）に、向きを合わせ
ストッパーを差し込み、2ヶ所（計4ヶ所）
をねじで固定します。

ねじ

●ウォーカー本体 ●ストッパー（2個）

●キャスター（7個）

●ねじ（4本）
4本のみ使用。
ねじの余りは予備として
お使いください。

※組み立ての際は、お子さまが部品・組み立て中の製品に近づかないようご注意ください。
※平らな床の上で組み立ててください。
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G ウォーカー Plus（プラス）
サイズ : W61.5×D65×H40cm

（折り畳み時高さ約 12cm）
重　量 : 2.7kg

・

取扱説明書

お手入れ方法お手入れ方法

安全のため必ずお守りください。
※重要な項目ですので、ご使用の前に必ずお読みください。使用上の注意

●組み立て・取り扱いは説明書に従い、必ず保護者
の方が正しく行ってください。

●本製品を開くときや折り畳むときに、指や手など
を挟まないようにご注意ください。

●開梱後の箱や袋はただちにお子さまの手の届かな
いところに保管してください。

●ご使用前に、必ずシート調整のクリップが LIMIT
（リミット）マークの上にきていることを確認して
ください。

●ご使用前に、確実にジョイントがロックされている
ことをご確認ください。

●テーブルなど本製品の表面は常に清潔にしてくだ
さい。食べ物や飲み物がこぼれた場合はきれいに
拭き取ってご使用ください。

●ねじ部のゆるみやストッパーの作動具合、さらに
ストッパー端面ゴムの密着状態など、本体各部を
定期的に点検してください。

●使用対象は生後 7ヶ月から 15 ヶ月までのお子さ
まに限ります。対象月齢であっても、つかまり立
ちができるようになってからご使用ください。ま
た、ひとり歩きできるようになりましたら、使用し
ないでください。

●本製品に劣化や破損、部品不足などの異常が生じ
た場合は、ただちに使用を中止してください。

●シートが外れたり、ストッパーが効かなくなったり
するなど、安全に関わる不具合が生じた場合は、
ただちに使用を中止してください。

●次のような場所でのご使用は危険ですので絶対に
おやめください。
・ 階段の降り口やベランダの出入口など、段差が

あり転倒や転落のおそれのある場所
・ 室外、たとえば道路上や庭など
・ ストーブやアイロンなど、火気の近く

●長時間のご使用はおやめください。1 回の使用時
間は 20 分以内が適当です。1 日の使用時間の合
計は 1 ～2 時間以内にしてください。

●必ず保護者の方の目の届くところでお使いくださ
い。そばを離れるときは、本製品からお子さまを
降ろしてください。 

●お子さまを乗せた状態でのシートベルトの調整や
折り畳みは絶対におやめください。

●お子さまを乗せたままでの本製品の持ち運びは絶
対におやめください。

●二人乗り、シートやテーブル、フレームや歩行器
本体の上に立つなど、危険な乗り方は絶対にしな
いでください。

●本製品を歩行器以外の用途で使用しないでください。
●分解、修理、改造は絶対に行わないでください。

●お買い上げ後、お買い上げ日・お客様名・販売店名・ロット番号（ウォーカー本体のテーブルの裏面）をただちに記入願います。
●万一故障が発生した場合は、この保証書をご提示ください。
●ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することは一切ござい
　ません。
●本保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
※品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

商品名

保証期間ロット番号：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　月　　日

お買い上げ日より６ヶ月間
お名前

店　名 TEL

TEL

ご住所（〒　　 -   　）

住　所（〒　　 -   　）

お
客
様

販
売
店

お買い上げ
年月日G ウォーカー Plus（プラス）

故障内容記入欄

保証書

保証基準

シートのベルトをシャフトから取り外します。
（3ページの「シートのベルトの取り付けかた」を参照）①
本体を裏向きにして、プラスドライバーで
2ヶ所のねじを取り外します。
シートが本体から外れます。

②

シートからシートホルダーを抜き取ります。③

ウォーカー本体・キャスター・ストッパー
●湿らせた布などで汚れを拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥をしてください。
※油をさしたり、水につけたりしないでください。
※研磨剤やシンナーなど化学薬品は使用しないでください。

●水で薄めた中性洗剤をわずかに含ませた布で汚れを拭き取り、すぐに水で湿らせた布でしっかり洗剤分を
　拭き取ってください。その後、風通しの良い日陰で自然乾燥をしてください。
※素材の特性上、多少色あせする場合があります。

警告　この表示は、「死亡または重傷などを負う危険性が想定される」内容です。

ここに示した警告および注意は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
お読みになられた後も、大切に保管してください。

シートの取り外しについてシートの取り外しについて

シートの取り外しは、行わないことを推奨いたします。シートを取り外す場合は、あらかじめ下記の手順をよくご確認
ください。

●シートの取り外し

シートにシートホルダーを入れます。
シートホルダーの位置決め穴がシートの取り付け穴に入るように
シートホルダーの表裏を確認してください。

①

シートに開いている取り付け穴にシートホルダーの位置決め穴を合わせます。②

シートホルダーの位置決め穴を本体のねじ穴に入れ、本体裏側からねじで
シートを固定します。③
シートのベルトを取り付けます。
（3ページの「シートのベルトの取り付けかた」、および「シートの調節」を参照）④

●シートの取り付け

本体裏側

シート

ねじ（2 個）

シートホルダー

シートホルダー

鉄プレートシート

シート

①本製品の品質保証期間は、お買い求めになった日より 6 ヶ月間です。
②保証期間内には、パーツの欠品、加工不良などメーカーの責任によるものは無償保証といたしますが、お客様の責任によるも

のは保証いたしかねます。
③保証期間内でも次の場合は保証対象外とさせていただきます。
　　・フレーム及びプラスチックの自然劣化。 ・シートのキズややぶれ。
　　・天変地異、事故による故障や損傷。 ・保証書のご提示がない場合。
　　・間違った使い方や改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷。
④原則として、一度ご使用になった製品は、パーツ欠品、加工不良のものを除き保証いたしかねます。
⑤保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスは受付できません。
⑥ご贈答、ご移転で保証書に記入してある販売店に保証サービスを依頼できない場合はお客様相談窓口にご相談ください。
⑦製造中止後の製品については、必要部品の在庫がなくなった場合、保証いたしかねることがあります。
⑧この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。したがって、この保証書によってお

客様の法律上の権限を制限するものではありませんので、この保証書期間後においてご不明な点があればお客様相談窓口に
お問合せください。

2017.12

位置決め穴

取り付け穴

●このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
　ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ
　正しくお使いください。
●本書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
　また、本製品を他の方にお譲りになる場合は、必ず本書も併せて
　お渡しください。
●本書に使用しているイラストは、組み立て方法などをわかり
　やすくするため現物とは多少異なることがあります。

鉄プレートをシートホルダー
から取り外さないでください。
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G ウォーカー Plus（プラス）
サイズ : W61.5×D65×H40cm

（折り畳み時高さ約 12cm）
重　量 : 2.7kg

・

取扱説明書

お手入れ方法お手入れ方法

安全のため必ずお守りください。
※重要な項目ですので、ご使用の前に必ずお読みください。使用上の注意

●組み立て・取り扱いは説明書に従い、必ず保護者
の方が正しく行ってください。

●本製品を開くときや折り畳むときに、指や手など
を挟まないようにご注意ください。

●開梱後の箱や袋はただちにお子さまの手の届かな
いところに保管してください。

●ご使用前に、必ずシート調整のクリップが LIMIT
（リミット）マークの上にきていることを確認して
ください。

●ご使用前に、確実にジョイントがロックされている
ことをご確認ください。

●テーブルなど本製品の表面は常に清潔にしてくだ
さい。食べ物や飲み物がこぼれた場合はきれいに
拭き取ってご使用ください。

●ねじ部のゆるみやストッパーの作動具合、さらに
ストッパー端面ゴムの密着状態など、本体各部を
定期的に点検してください。

●使用対象は生後 7ヶ月から 15 ヶ月までのお子さ
まに限ります。対象月齢であっても、つかまり立
ちができるようになってからご使用ください。ま
た、ひとり歩きできるようになりましたら、使用し
ないでください。

●本製品に劣化や破損、部品不足などの異常が生じ
た場合は、ただちに使用を中止してください。

●シートが外れたり、ストッパーが効かなくなったり
するなど、安全に関わる不具合が生じた場合は、
ただちに使用を中止してください。

●次のような場所でのご使用は危険ですので絶対に
おやめください。
・ 階段の降り口やベランダの出入口など、段差が

あり転倒や転落のおそれのある場所
・ 室外、たとえば道路上や庭など
・ ストーブやアイロンなど、火気の近く

●長時間のご使用はおやめください。1 回の使用時
間は 20 分以内が適当です。1 日の使用時間の合
計は 1 ～2 時間以内にしてください。

●必ず保護者の方の目の届くところでお使いくださ
い。そばを離れるときは、本製品からお子さまを
降ろしてください。 

●お子さまを乗せた状態でのシートベルトの調整や
折り畳みは絶対におやめください。

●お子さまを乗せたままでの本製品の持ち運びは絶
対におやめください。

●二人乗り、シートやテーブル、フレームや歩行器
本体の上に立つなど、危険な乗り方は絶対にしな
いでください。

●本製品を歩行器以外の用途で使用しないでください。
●分解、修理、改造は絶対に行わないでください。

●お買い上げ後、お買い上げ日・お客様名・販売店名・ロット番号（ウォーカー本体のテーブルの裏面）をただちに記入願います。
●万一故障が発生した場合は、この保証書をご提示ください。
●ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することは一切ござい

ません。
●本保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
※品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。
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保証基準

シートのベルトをシャフトから取り外します。
（3ページの「シートのベルトの取り付けかた」を参照）①
本体を裏向きにして、プラスドライバーで
2ヶ所のねじを取り外します。
シートが本体から外れます。

②

シートからシートホルダーを抜き取ります。③

ウォーカー本体・キャスター・ストッパー
●湿らせた布などで汚れを拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥をしてください。
※油をさしたり、水につけたりしないでください。
※研磨剤やシンナーなど化学薬品は使用しないでください。

●水で薄めた中性洗剤をわずかに含ませた布で汚れを拭き取り、すぐに水で湿らせた布でしっかり洗剤分を
拭き取ってください。その後、風通しの良い日陰で自然乾燥をしてください。

※素材の特性上、多少色あせする場合があります。

警告　この表示は、「死亡または重傷などを負う危険性が想定される」内容です。

ここに示した警告および注意は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
お読みになられた後も、大切に保管してください。

シートの取り外しについてシートの取り外しについて

シートの取り外しは、行わないことを推奨いたします。シートを取り外す場合は、あらかじめ下記の手順をよくご確認
ください。

●シートの取り外し

シートにシートホルダーを入れます。
シートホルダーの位置決め穴がシートの取り付け穴に入るように
シートホルダーの表裏を確認してください。

①

シートに開いている取り付け穴にシートホルダーの位置決め穴を合わせます。②

シートホルダーの位置決め穴を本体のねじ穴に入れ、本体裏側からねじで
シートを固定します。③
シートのベルトを取り付けます。
（3ページの「シートのベルトの取り付けかた」、および「シートの調節」を参照）④

●シートの取り付け

本体裏側

シート

ねじ（2 個）

シートホルダー

シートホルダー

鉄プレートシート

シート

①本製品の品質保証期間は、お買い求めになった日より 6 ヶ月間です。
②保証期間内には、パーツの欠品、加工不良などメーカーの責任によるものは無償保証といたしますが、お客様の責任によるも

のは保証いたしかねます。
③保証期間内でも次の場合は保証対象外とさせていただきます。

・フレーム及びプラスチックの自然劣化。 ・シートのキズややぶれ。
・天変地異、事故による故障や損傷。 ・保証書のご提示がない場合。
・間違った使い方や改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷。

④原則として、一度ご使用になった製品は、パーツ欠品、加工不良のものを除き保証いたしかねます。
⑤保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスは受付できません。
⑥ご贈答、ご移転で保証書に記入してある販売店に保証サービスを依頼できない場合はお客様相談窓口にご相談ください。
⑦製造中止後の製品については、必要部品の在庫がなくなった場合、保証いたしかねることがあります。
⑧この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。したがって、この保証書によってお

客様の法律上の権限を制限するものではありませんので、この保証書期間後においてご不明な点があればお客様相談窓口に
お問合せください。

2017.12

位置決め穴

取り付け穴

●このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
　ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。
●本書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
　また、本製品を他の方にお譲りになる場合は、必ず本書も併せて
　お渡しください。
●本書に使用しているイラストは、組み立て方法などをわかり
やすくするため現物とは多少異なることがあります。
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