
mamaRoo® 
multi-motion baby swing™
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1. トイバー
2. トイボール
3. シート組立て
4. サイドレール
5. 中央レール
6. 台座
7. エンドキャップ
8. 電源コード
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90°

RECLINETOY BAR リクライニングトイバー

所定の穴にはめこみ90度回転させると固定されます。 ロックを解除するとバーがスライドします。お好きな
リクライニング角度でロックし固定してください。
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ADJUSTING THE STRAPSPOWER 電源 ベルトの調整
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3-POINT HARNESS 5-POINT HARNESS 5点式ハーネス3点式ハーネス

必要に応じて 3点式としてもお使い頂けます。
※赤ちゃんが補助なしで座れるようになったら、
5 点式ハーネスの使用に移行する必要があります。
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CONTROL PANEL OVERVIEW
コントロールパネルの概要

1. 電源 
2. Wifi インジケーター
3. コントロールパネルロック
インジケーター
4. Bluetooth インジケーター
5. スピードインジケーター
6. モーションコントロール
7. サウンドコントロール
8. ボリュームコントロール
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POWER ON/OFF 電源オン／オフ

ca r ride   •  ka ngaroo   •  tr ee  swin g  •  rock -a-bye   •  wa ve

MOTION AND SPEED (0-5) モーションとスピード（0-5)

90秒後、画面が暗くなります。任意の場所を
タップして画面をスリープ解除します。

モーションアイコンを一度タップして開始します。
もう一度タップすると、速度(5段階)が上がります。
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brow n
nois e nature soothin g

melo dy
bluetoot h
streaming

play fu l
melo dy

BUILT-IN SOUNDS 内蔵音 PAIR BLUETOOTH FOR  
MUSIC STREAMING

音楽ストリーミング使用時

サウドコントロールボタンを5回押すと、4つのLEDランプがすべて点灯しま
す。ご使用のスマートデバイスでBluetooth設定にアクセスし、MamaRoo®

とペアリングしてください。
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1s

VOLUME ボリューム

5s

CONTROL PANEL LOCK / UNLOCK
 

コントロールパネルのロック / ロック解除

画面がロックされるとモーションアイコンが点滅します。
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4MOMS APP  4MOMS アプリ

アプリをダウンロードすると、Roo最適設定機能やWi-Fiスマートホーム 
統合機能*を利用することや、モーション、スピード、サウンドなどの製品 
機能をコントロールすることができるようになります。 
* 地域によってはご利用になれないことがあります。
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DISABLE/ENABLE BLUETOOTH & WIFI
Bluetoothおよび WiFiの無効化  / 有効化 

お知らせ

Amazon Alexa (Google Home) など
のスマートホーム機能につきましては
現在、海外のみの対応となり、日本で
はご使用いただけません。（2022年11月現在）
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ママルー５には2つのBluetoothがあります。１つはストリーミング用の
Bluetooth、もう１つはアプリ用のBluetoothとなります。ストリーミング再生時は
音楽用Bluetoothを選択します。ストリーミング再生はアプリを通さずに行います。

①ママルー本体の音符マークを５回押して、ライトを
４個点灯させる（手動でもアプリでも操作可）

iPhoneでは音楽用Bluetoothでデバイスタイプ「スピーカ
ー」を選択しておくとその後の判別に便利です。
※4momsアプリを使用しなくても音楽は再生できます。
※接続後の音量調整は製品本体、アプリ、スマホや音楽
プレーヤー等のいずれかで行いますが、ご使用の環境や
接続状況により異なります。

iPhoneの場合イヤホンマークがありません。

androidの場合はイヤホンマークを選択

②スマホ内の「設定」→「Bluetooth」
の中のmamaRoo5を選ぶ

本体からスマホの音楽が流せます。
ストリーミング再生の
場合Bluetoothに繋が
っていても      マークは
光りません。
4momsアプリとの連
動時のみマークは光り
ます。

アプリ用Bluetooth接続方法
①4momsアプリをダウンロード
②右上の「＋」から製品を登録する
③ママルーの電源を入れ、アプリの画面にそって
Bluetoothの接続を行う

※接続がされない場合、製品のコンセントを
抜き差し、スマホのBluetoothのオンオフ、
アプリの取り直しを試してください。

App StoreGoogle Play

4momsアプリダウンロードはこちら
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重要！よくお読みの上、大切に保
管してください
 
この説明書に記載された警告や組み立て指示に従わない場合は、
大けがや死亡などの人身事故が生じる可能性があります。
製品を組み立てて使用する前に、説明書の内容をすべて読んでくだ
さい。組み立ては必ず大人の方が行ってください。製品が損傷また
は故障している場合は使用しないでください。小さなパーツをお子
様に近づけないでください。
損傷があった場合や問題が起きた場合は使用を中止し、4moms® 
カスタマーケアまでご連絡ください。
4moms® が認可した以外のアクセサリや交換部品は使用しないで
ください。

使用制限：
• 常に安全ベルトを使用してください。ぴったりとフィットするように

調節してください。シートベルトは、3点式ハーネスもしくは5点式
ハーネスで設定することができます。

• 赤ちゃんが補助なしで座ることができる場合、3点式ハーネスをご
使用なら、5点式ハーネスの使用に切り替える必要があります。

• 赤ちゃんが最大25ポンド（11.3kg）に達したとき、または赤ちゃん
が抜け出そうとしたとき（約9ヶ月）のいずれか早い時点で、本製
品の使用を中止してください。
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警告
落下および首が絞まる危険：揺られているときに落ちて頭に怪我を
した赤ちゃんや、ひもで首が締まった赤ちゃんがいます。
• 常に安全ベルトを使用してください。ぴったりとフィットするように

調節してください。
• 絶対に 赤ちゃんをこの製品に乗せた状態で持ち上げたり、運んだ

りしないでください。
• 直立姿勢は、上半身が十分に発達し、前に倒れずに座ることがで

きる赤ちゃんのみが対象です。
• 本製品は必ず床の上に置いてください。高いところでは絶対に使

用しないでください。

窒息の危険：柔らかいものの上でシートが転倒すると、赤ちゃんは
窒息します。
• ベッド、ソファ、クッション、その他の柔らかいものの上では、絶対
に使用しないでください。

• 使用中は赤ちゃんのそばを離れず、見守ってください。本製品は、
就寝時や見守りなしでの使用は安全ではありません。赤ちゃんが
眠ってしまったら、できるだけ早く、ベビーベッドやバシネットなど
の安定した平らな寝具に赤ちゃんを移動してください。

• 赤ちゃんが最大25ポンド（11.3kg）に達したとき、または赤ちゃん
が抜け出そうとしたとき（約9ヶ月）のいずれか早い時点で、本製
品の使用を 中止してください。

• ご使用の際、枕や掛け布団、パッドなどは併用しないでくださ
い。4moms®製のシートのみを使用してください。4moms®新生
児用インサートは、本製品と併用することができます。

• 赤ちゃんがリクライニング位置または直立位置で座ることができ
ない場合や援助を必要とする障害がある場合は、本製品の使用開
始時期については主治医にご相談ください。

• 本製品を絶対にチャイルドシートとして使用しないでください。
• 水の近くで製品を使用しないでください。台座や電源に液体が付

着した場合は、使用しないでください。
• 窓のブラインドのひもやカーテン、電話線などのコード類がある

場所には、この製品を置かないでください。ひも類は首を絞める
可能性があります。製品の使用中は、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様の首まわりに置かないでくださ
い。

• 本製品の上にひもをぶらさげたり、おもちゃにひもを取り付けたり
しないでください。本製品用に 4moms® が提供したおもちゃ以
外は、トイバーから吊るさないでください。

• ひも類は首が絞まる原因になります。電源コードは赤ちゃんに近
づけないでください。

• 同梱の電源コードのみを使用してください。
• 布製のシートカバーを付けて、この製品を使用してください。
• 屋内でのみ使用してください。
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お手入れ
お子さまが常に安全にご使用いただくために、定期的に製品を点検し、すべての接続部分が
しっかりと固定されていること、摩耗や誤用がないこと、損傷や故障がないことを確認してくだ
さい。交換部品については www.4moms.com にアクセスいただくか、指示が必要な場合は 
4moms® にお問い合わせください。代用部品は絶対に使用しないでください。

クリーニング
• 布製シートと布製トイボールは、洗濯機で洗うことができます。冷水低速回転で洗ってくださ

い。漂白剤は使用しないでください。他の洗濯物とは別にして低温設定で乾燥機にかけ、乾燥
が終わったらすぐに取り出してください。

• 洗濯後は、シート生地のファスナーをシートリングの上で締めて、トイバーの穴がシートの上部
にくるようにします。両端の所定の位置に、シート生地のスナップボタンをしっかりはめます。
シート生地を上下逆さまに取り付けないでください。

• 台座、金属およびプラスチック製のシート部品、およびトイバーは、低刺激性の洗浄液と湿ら
せた柔らかい布を使用してきれいに拭きとることができます。台座、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前に、MamaRoo® を電源から外してください。

カスタマーケアへのお問い合わせ
米国内のお客様： 
本取扱説明書に記載のないその他の質問やコメントについては、www.4moms.com/support 
にアクセスいただくか、4moms® カスタマーケア（888-614-6667） にお問い合わせください。

海外のお客様： 
www.global.4moms.com にアクセスしてください

米国内のお客様の登録のみ
4moms® は、広範なテストを実施しています。ただし、不測の事態により安全上の注意喚起や製
品のリコールを行う必要が生じた場合には、お手数ですが、MamaRoo®.の登録をお願いいたし
ます。簡単な登録方法は以下の3つがあります：同封の登録カードに記入、www.4moms.com/
pages/product-registration でオンライン登録、または 4moms® アプリをダウンロードして使
用、の3つです。 

保証書
4moms® は、すべての新品の 4moms® MamaRoo® 新規購入者に対して、各 MamaRoo® に同
梱されている取扱説明書に記載してある指示に従って適切に使用された場合、ユニットに材料
および製造上の欠陥がないことを保証します。この保証に基づく 4moms® の義務は、購入日か
ら12か月の期間に限定され、最初に購入した国においてのみ適用されます。保証は、4moms® 
の正規小売店か販売代理店から購入した製品にのみ有効です。中古品については、保証は無
効となります。購入から12か月以内に 4moms® がユニットに欠陥があると判断した場合、ユニ
ット、部品、または組み立ての修理または交換が保証の対象となります。4moms® は、ユニット
に付属の取扱説明書に記載されているように、不適切な使用または製品の清掃および/または
保守をしなかったことによる部品の故障やユニットへのその他の損傷に対し、部品または工賃
補償の責任を負いません。本保証は、以下の事由に起因する苦情には適用されません：誤用、
乱用、改造、深刻な損傷、偶発的な損傷、通常の摩損、事故への関与、および/または、組み立て、
保守および使用に関する指示に従わなかった場合。4moms® は、MamaRoo® の不適切な使用
または不正な改造の結果として被った人身傷害または物的損害について一切の責任を負いま
せん。
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コンプライアンス
この製品には次のものが含まれます：

FCC ID: 2AC7Z-ESPWROOM32D 
IC: 21098-ESPWROOM32D 
QDID: 103832　

この製品は、FCC規則のパート15に準拠しています。操作は以下の2つの条件を満たす必要があ
ります：(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こさない可能性がある、および (2) このデバイス
は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信したあらゆる干渉を受け入
れる必要があります。 

このデバイスは、制御されていない環境に対して定められたFCC放射線被曝制限に準拠してい
ます。エンドユーザーは、RF曝露コンプライアンスを満たすために、特定の操作説明書に従う必
要があります。このトランシーバーは、他のアンテナ、送信機、または外部増幅器と共に、同じ場
所に配置したり、動作させたりしてはいけません。

不正な改造をすると、この機器を使用する権限が無効になる可能性があります。

このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除RSS標準に準拠しています。操作は以下の2つ
の条件を満たす必要があります：(1) このデバイスは干渉を引き起こさない可能性がある、およ
び(2) このデバイスは、デバイスの望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、あ
らゆる干渉を受け入れる必要があります。 

警告：Thorley Industries, LLC d.b.a.が明示的に承認していないこのユニットへの変更や改
造。4moms® は、機器を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。

注記：この機器は、テスト済みであり、FCC規則のパート15に従って、クラスBデジタルデバイス
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、住宅用設備において有害な
干渉から合理的に保護するように設計されています。この機器は、無線周波数エネルギーを生
成、使用、および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に
有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないという保
証はありません。この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（装置の電
源を切り、入れることで判断できる）、ユーザーに、次の1つ以上の方法で干渉の修正を試すこと
をお勧めします：

• 受信アンテナの向きや位置を変えてみる。
• 機器と受信機間の距離間隔を広げる。
• 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機器を接続する。
• ディーラーまたは経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)


