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注意！ 今後の参考のために保管してください
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SNOITATIMIL ESU 

お子さまが自力で座り降りしようとするようになったら、mamaRoo® の使用をおやめ
ください。
この製品は、体重11.3kg以下のお子さまへの使用を目的としたものです。
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MOTION SPEED (0-5)
mouvement / movimiento vitesse / velocidad
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CONTROL PANEL OVERVIEW
Contrôles / Controles

A   電源 オン/オフ

B
 

動きタイプインジケーター

C 速度設定

F モーション

G スピード +

H スピード – 

I サウンド

J 音量 +

K 音量 –

BluetoothD

MP3E
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SOUND
乐声 / 聲音 / サウンド / 음악 선택 / เสียง

Rain Fan Ocean Heart Aux

VOLUME
音量 / 音量 / 音量 / 음량 조절 / ระดับเสียง
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英語

障害物が発生したため、mamaRoo®の
動作を停止しました。 障害物を取り除い
たら、Playを押して動作を再開してくだ
さい。

本体が電源に接続されていることを確認
してください。 

音が無音になっていないことを確
認するには、p.17を参照してくださ
い。mamaRooは、4時間連続使用すると
自動的に電源がオフになるよう設計され
ています。mamaRooを引き続き使用し
たい場合は、電源ボタンを押してください

mamaRoo® とMP3機器の両方の音量
を調整してください。

本説明書の解体に関する項の図5をご参
照ください。

台座の可動部が初期位置にある必要が
あります。 本説明書の解体に関する項の
図9をご覧ください。

動作が停止し、LCDバックライトが点滅し
ています。

動作しません。

内蔵された自然音が聞こえません。

接続したMP3機器の音楽が聞こえ 
ません。

解体時、センターバーからキャップを 
取り外すことができません。

台座を箱にしまう時、発泡スチロールブ
ロックがうまく入りません。

問題 解決方法
トラブルシューティング お手入れ

常に安全にお使いいただくために、すべての連結部（ねじ、スナップボタン、ファスナ
ー）がしっかり連結していること、擦り切れたり誤用していないこと、損傷や故障がない
ことを定期的に確認してください。

mamaRoo®のクリーニング
• シートとトイボールは洗濯機で洗うことができます。 冷水で手洗いモード等の弱回
転で洗ってください。 漂白剤を使わないでください。 他の洗濯物とは別に乾燥機で低
温乾燥させたら、すぐに取り出してください。
• 洗濯後はシートのファスナーをシートリングの上で締めて、トイバー用ホールがシー
トの上部にくるようにします。 シート両側のスナップボタンをしっかりはめます。 シー
トを上下逆さまにはめないでください。
• 台座、金属およびプラスチック製のシート部品、トイバーは、薄めた洗浄液を使い、
柔らかく湿らせた布できれいに拭きあげてください。 台座やシート部品、トイバーを
水に浸さないでください。
• 台座をクリーニングする際は、本体と電源の接続を外してください。 

顧客サービスについては、輸入代理店にお問い合わせください。 日本の輸入代理店
については、global.4moms.com でご確認ください。
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英語

警告
注意！ 今後の参考のために保管してください。

この説明書に記載された警告や組立指示に従わない場合は、重傷や死を招く可
能性があります。

組み立て・使用をする前に、説明書の内容を全てお読みください。 組み立ては大
人が行ってください。 破損または故障した場合は使用しないでください。 小さい
部品をお子さまの近くに置かないでください。

破損または故障した場合、使用を中止し、4moms® のカスタマーサービスまでご
連絡ください。

窒息の危険性について
mamaRoo® は、長時間の睡眠時における使用を目的としたものではありません。

ベッド、ソファ、クッションなど、表面が柔らかいものの上では絶対に使用しないで
ください。シートが転倒し窒息することがあります。

本製品に枕や掛布団、クッションを置いて使用しないでください。 4moms®

が提供するシート以外は使用しないでください。 4moms® 新生児用パット
は、mamaRoo®で使用できます。

お子さまが真っ直ぐな状態、またはリクライニングの状態にあるシートに座るこ
とができない、または身体に障がいがある場合は、製品の使用時期について医
師に相談してください。

転倒の危険性について
使用中はお子さまのそばを離れないでください。

床より高い場所で使用しないでください。お子さまが動いた際に、製品が滑り出
したり転倒したりすることがあります。 床の上で使用してください。

常に安全ベルトを使用してください。 安全ベルトはお子さまにぴったりフィットす
るように調節してください。

トイバーを持って本体を持ち運ぶのは絶対におやめください。

お子様を載せた状態で本体を持ち上げないでください。

本体を車のチャイルドシートとして使用するのは絶対におやめください。

部品が壊れたり無くなったりした場合は、決して使用しないでください。

4moms®が承認したアクセサリーや交換品以外は使用しないでください。

水のかかる場所で使用しないでください。 台座または電源部に水がかかった場
合は、使用しないでください。
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首が締まる危険性について 
安全ベルトが緩んでいると、お子さまの首が締まる可能性があります。 安全ベル
トが緩い、または安全ベルトを締めていない状態で使用しないでください。 

窓のブラインドやカーテン、電話コードなど、コードがある場所に本体を置かな
いでください。 

ひもは首が締まる原因になります。 使用中は、洋服のフードやおしゃぶりのひも
など、ひものついた製品をお子さまの首まわりに置かないでください。 

本体の上にひもをぶらさげたり、トイボールにひもをつけたりすることはおやめ
ください。 

4moms®が本製品での使用のために提供したおもちゃ以外は、トイバーにつりさ
げないでください。

コードは首を絞める可能性があります。 MP3や電源コードはお子さまに近づけ
ないでください。

必ずシートカバーを付けて使用してください。 

組み立ては必ず大人が行ってください。 組み立てる際は、説明書によく従ってく
ださい。 使用上の問題が発生した場合は、4moms®のカスタマーサービスまでご
連絡ください。

必ず付属している電源コードを使用してください。

必ず屋内で使用してください。

保証
4momsのすべての製品には、最低でも1年間の保証がついています。 保証内容は
国によって異なる場合があります。 また、適用法に準拠するため、購入された国の
保証条件が基準となります。 法的に認められた場合、保証は購入された国におい
てのみ有効です。また、4momsの正規小売店か正規輸入代理店で購入した新製品
についてのみ有効です。 保証に関する完全な詳細と保証請求については、購入さ
れた国の4moms正規輸入代理店にご連絡ください。 正規輸入代理店の一覧は、 
global.4moms.com をご覧いただけます。
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