
踏み台を分解する 背板と側板（別売）を組立てる

②連結ネジに合わせて背板をはめ込みます。

エンド用側板

背板

連結ネジ

連結固定ネジ
（見える方が手前側です） 背板

プラスドライバー
No.2

連結固定ネジ

①連結ネジを側板
に付けます。

板同士の角度を90°以外にしないよう注意してください。
破損のおそれがあります。

注
意

●段差がありますのでご注意く
ださい。お子様が転倒するお
それがあります

●お子さまから離れないでくだ
さい。お子さまが転倒してケガ
をするおそれがあります

●土足での使用をしないでくだ
さい。張地がいたみます

●側板に強い力をかけないでく
ださい。特に連結していない
側板上部に横方向へ300N
(30kgf）以上の強い力を繰り返
しかけると、本体が破損する
おそれがあります

異常や故障がありましたら、ただちにご使用
をやめて管理者にお知らせください。

●この製品は屋内用です。屋外での使用や水ぬ
れは、故障やさび、変色の原因になります。

●金具がはずれたまま使用しないでください。破
損や転倒のおそれがあります。お子さまがケガ
や落下するおそれがあります。

●製品に火気を近づけないでください。破損や火
災の原因となるおそれがあります。

●水周り・多湿な場所・雨の入り込む場所や火の
そばへの設置はしないでください。破損のおそ
れがあります。

●組み立て作業は、使用部品をよく確認の上、2
人以上で行ってください。誤って組み立てると
破損の原因となります。

●組み立て途中や組立て後の移動・運搬はしな
いでください。破損の原因となります。

●組み立て途中は、板に少しの力がかかっても金
具周辺へ負荷が集中し、木部が破損しやすい
不安定な状態となるため、不意な力が製品にか
からないよう十分ご注意ください。

●組立て後は移動しないでください。破損の原因
となります。

踏み台×１

背板×１

組立て後移動しないで済むように、まず平らな場所にあら
かじめ設置位置を決めてください。エンド用側板は、レイア
ウトの両端にＬ･Ｒを1枚ずつ使用します。
エンド用側板の外側には連結(増設)できません。
連結する場合は下図のように、左右どちらかから順番に組
み立ててください。

使用対象年齢：つかまり立ち〜36ヶ月位まで

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性
や物的損害がおこる内容を示しています。

正しくご使用いただくための適切な手順や指示内
容を示しています。

下記に示した注意事項は、取り扱いを誤るとお子さまへの危
害や物的損害が予想されます。危害、損害の大きさ、切迫度に
より｢注意」「指示」に区分して表示しています。ご使用前によ
くお読みの上、安全のために必ずお守りください。

この度はコンビ エンジェルNSシートシリーズをお買い上げい
ただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ず取扱説明
書をよくお読みいただき、記載された内容にしたがって正しく
組み立ててください。
なお、この商品はさまざまなお子さま連れのかたがご利用に
なりますので、皆さまが快適にご利用いただくために、以下
の内容にしたがって安全管理をしていただいた上、正しくお
使いください。
設置後も本書は大切に保管してください。

注意

着替え台の組立方法(1)

梱包内容と部品のなまえ

安全にお使いいただくために

組立前の確認事項

背板と側板を90°に保った状
態で、すき間をなくしてから、
プラスドライバーで手締めし
てください。

＊複数台連結
の場合：中間用
側板
＊１連の場合：
エンド用側板
(R)

エンド用側板（L）
または中間用側板
（側板は別売です）

連結ネジ

＊エンド用側板の外
側には連結(増設)
はできません。

六角棒スパナ（幅4）×１

連結ネジ×４

六角穴付ボルト（M6）×8

スプリングワッシャー(φ8)×10

平ワッシャー(φ8)×10

トラスボルト（M8×L35)×10

裏面へ続く→

注意

【使用される方へ（本体に表示されています）】

●直射日光や熱を避けてください。
●設置当初は、微量の化学物質が発散する可
能性があります。しばらくの間は、換気や通風
を十分行ってください。

●室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、
相対湿度50％超が目安）には、窓を閉め切ら
ないように心掛けてください。

注意

【管理される方へ】

注意

連結固定ネジの矢印が内側に向くまで半回
転（約180度)まわせば固定します。それ以
上無理にまわさないでください。
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エンド用側板(Ｌ) エンド用側板(Ｒ)

１ ２ ３ ４

取扱説明書・組立
説明書・保証書×１

取扱説明書・組立説明書・保証書

コンビ エンジェルNSシートシリーズ
着替え台（NS-0K)
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②下段クッションを外します。

③上段固定ネジ２本を外し、上段クッションを外し踏
み台枠のみの状態にしておきます。

①ケコミ板の取手（２箇所）を手前に引き、ケコミ板を
外します。下段固定ネジ２本をはずします。

＊梱包状態では踏み台に上段・下段クッションが取り
付いています。側板との連結のため、あらかじめ踏
み台と上段・下段クッション・ケコミ板を分解してく
ださい。

取手

ケコミ板

下段固定ネジ

下段クッション

上段クッション

上段固定ネジ

point 1.前を持ち上げてから、
2.手前に引き上げてとりはずします。

1.前を持ち上げてから、
2.手前に引き上げてとりはずします。

1

1

2

2

指示

指示

指示

指示

580

580
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本体：MDF、天然木／張り材：ウレタンレザー
製品質量:16.7kg／上段耐荷重：30kg

上段クッション

下段クッション

踏み台枠 背板の向きをよく確認してください。
組み立て前に、連結固定ねじの矢印が連結ネジ側を
向いていることを確認ください（下図）。



踏み台を取付ける

台数を増やす場合

ネジ穴をふさぐ

⑥２台目以降を連結します。

⑦アジャスター調節

低高

床の状態により、ガタつきがある場合は、アジャス
ター(側板に付属)にて調節してください。
ただし、踏み台枠が床から持ちあがらない範囲に
してください。
最後に全ての
ボルトにゆるみ
がないかよく確
認してください。

＊連結増設する場

合：中間用側板

＊２連の（ここで終

わる）場合：エン

ド用側板(R)

着替え台の組立方法(2)

連結作業は組立
方法①から順に
繰返し行い、１台
ずつ増やしてく
ださい。

中間用側板

背板

1
2

廃棄の際の分解方法

交換部品

部品をご希望の場合は、コンビウィズ（株）までご相談くださ
い。
※仕様は予告なく変更となる場合がありますのであらかじ
めご了承ください。

注
意

●本製品は幼児が使用するものなので、設置後は定期的に清掃し清
潔に保ってください。

●清掃する場合は、中性洗剤を薄めたものでふいたあと、さらに水ぶき、
乾ぶきで洗剤分、水分の残らないようにふきあげてください。

●各部にガタツキ、はずれがないか日常点検してください。
＊当製品は、生産中止後10年間は有料（保証期間内は保証規定に基づ

く）にて修理を承ります。ただし、修理後の個別部品の仕様は発売時と
多少異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。 

＊点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、販売代理店また
はコンビウィズ（株）宛にご連絡ください。修理日数につきまして
は、故障の状況により異なりますので、都度ご相談ください。    

エンジェルＮＳシートシリーズは
エコマーク商品です。

ホルムアルデヒドの放散
（木質材料）平均値0.3ｍｇ/Ｌ以下
（接着剤）5μg/･h 以下

修理体制が整っている

ホルムアルデヒド発散区分(住宅部品表示ガイドラインに基づく表示)　Ｆ☆☆☆☆

点検・修理と日常のお手入れ

保証書

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容に沿った正しいご
使用のもとで、保証期間内に発生する不具合を本書記載内容に沿って無
料修理させていただくことをお約束するものです。
お取り付け日から下記期間中、不具合が発生した場合は本書をご提示の
上、取り付け店（または販売店）またはコンビウィズ（株）サービスセ
ンターに修理をご依頼ください。

お客様へ
この保証書をお受け取りなるときに、お取り付け日、取り付け店名ま
たは販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書
は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
保証期間中でも、次の場合は有料修理となります。　
用途以外で使用した場合の不具合。
適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
メーカーが定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外
による分解などに起因する不具合。

メーカー（メーカーの指定業者）以外での修理、調整や不当な改造
をされた場合。

お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる不具合。
建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品の不具合。
樹脂や塗装の色あせなどの経年変化または、使用に伴う摩耗などに
より生じる外観上の不具合。

消耗部品の消耗に起因する不具合。

他の機器に起因する本製品の不具合。
車輌、船舶等に搭載された場合に生ずる不具合。
ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合。
海岸付近、温泉地などの地域における強い腐食性の環境に起因する
不具合。

火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または戦争、暴
動など破壊行為による不具合。　

本書の提示がない場合。
本書にお客様名、取り付け店または販売店名、お取り付け日の記入
のない場合や内容が改ざんされた場合。

※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修理
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利を制限するも
のではありません。
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、コンビウィズ（株）
サービスセンターにお問い合わせください。

保証期間 お取付日から
本体1年間

おなまえ

おところ　〒

〒

電話　　　　－　　　　－

印

製 品 名

お取 付日 年　　　　月　　　　日

エコマーク認定番号
第05 130 011号 コンビウィズ株式会社

エンジェルNS
シートシリーズ
着替え台

取扱説明書の組立方法の逆に分解します。
・側板のアジャスターは手ではずします。
・側板のオニメナットは六角棒スパナ（幅6または8）ではずします。
・背板の連結固定金具は、十字孔のある方向にマイナスドライバーでは
ずします。

・クッション類の張地をタッカー針を抜いてはがします。
・ウレタンをはがします。
・ベルト押さえ板をはずし、張地をはがしたら、中のツメツキナットをマ
イナスドライバではずします。

●各部にガタツキ、はずれがないか日常点検してく
ださい。

●組立時のネジ類がゆるんでいる場合は、必ず増
し締めしてください。

●その他部品、金具等がはずれたまま使用しない
でください。

1
2

①トラスボルト(M8×L35)
に、あらかじめスプリ
ングワッシャー(φ8)、
平ワッシャー(φ8)の順
で通し、片側５本ずつ、
計１０本で踏み台枠を
側板に固定します。

⑤側板(別売)の、標準シート用ならびにワイドロー
シート用ネジ穴に六角穴付ボルト(M6)を片側４本、

計８本取り付け、ネジ穴
をふさいでください。

②踏み台の上段クッションを
のせ、上段固定ネジ２本で
固定します。

③踏み台の下段クッション
をのせ、下段固定ネジ２
本で固定します。

④ケコミ板を取り付け、完成します。
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側板のアジャスターを最も絞め込み、踏み台枠は
床にベタ置きにしてください。

上段固定ネジ

踏み台枠

側板
（側板は別売です）

下段固定ネジ

1.奥を斜め下に入れ込み、
2.手前をおろしてネジ穴位置を合わせます

1.奥を斜め下に入
れ込み、
2.手前をおろしてネジ穴位置を合わせます

スプリングワッシャー(φ8)

トラスボルト(M8×L35)

ケコミ板

六角穴付ボルトを使用しないネジ穴に取り付けて
ください。取り付けないとお子様が思わぬケガを
するおそれがあります。注意

六角穴付ボルト(M6)

使い方(本体に表示されています）

お子様が靴を脱いで踏み台上段
に乗り、立ったままのおむつ交
換にご使用ください。おむつ交
換中は奥の手すりをご使用くだ
さい。
保護者の方は踏み台下段に膝を
つくことができます。

アジャスター S
A
M
P
L
E


