
Combi エンジェルKシリーズ
Combi エンジェルKミニダストボックスKD32
取扱説明書・組立説明書・点検マニュアル

＜保証書付＞   

紙おむつ専用ゴミ箱紙おむつ専用ゴミ箱

保存版

本書は Combi エンジェルKミニダストボックスKD32を安全に、また快適にご使用いただくために必要な
内容が記載されています。ご使用前によくお読みの上、正しくご使用・点検してください。また本書は大切
に保管してください。本製品を他の施設にお譲りになるときには、必ず本書もあわせてお渡しください。

注 意

製品の用途1

安全にお使いいただくために2

施設のかたへのお願い3

※本書に使用しているイラストは、操作方法などをわかりやすく説明するため、製品とは若干異なる場合があります。

Combi エンジェルKミニダストボックスKD32
取扱説明書・組立説明書

●Combi エンジェルKミニダストボックスKD32 （以下本製品）は、屋内施設でご使用する紙おむつ専用ゴミ箱です。

●ここに示した注意事項は、取り扱いを誤るとお子さまやご使用のかたへ危害や物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の
大きさ、切迫度により「警告」「注意」「指示」に区分し表示しています。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。

●2台の製品を背面側が向かい合うようにして設置しないでください。背面同士を合わせた箇所がずれ、そのすき間に
お子さまの指などがはさまり、ケガをするおそれがあります。

●破損、故障などが発生した場合は、すぐに使用を中止してください。ケガをするおそれがあります。
●金具がはずれたまま使用しないでください。破損のおそれがあります。
●移動するときは持ち上げて運んでください。引きずると床面を傷つけることがあります。
●直射日光または熱を避けてください。変形、反り、変色、亀裂の原因になります。
●製品を火気に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。
●湿気の多いところでは使用しないでください。破損のおそれがあります。

警 告

●Combi エンジェルKおむつ交換台単体（以下おむつ交換台単体）の下に本製品を収納する場合は、必ず本製品に付属
されているガイドを取り付けてください。 

　取り付けずに収納した場合、お子さまの頭などがはさまり、ケガをするおそれがあります。
●製品を改造しないでください。 
　思わぬ事故につながるおそれがあります。
●製品を安全に使用していただくために、日常点検と定期点検をお願いします。
　点検を怠った場合、製品の老朽化や破損が発見されず、ケガや重大事故の原因になります。
●故障した製品は、放置しないでください。
　誤って使用したり、お子さまが遊んだりすると、ケガや重大事故の原因になります。
●目的以外の用途でのご使用はおやめください。

指 示

 警 告
注 意

この表示を無視し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ある内容を示しています。

この表示を無視し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起こる可能性があ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。

点検方法は、本書3ページ「点検マニュアル」をご確認ください。



壁

各部のなまえ5

組み立てるかたへのお願い6

付属品　※次の部品があることを確認してください。

●説明マニュアル
　KD3＜保証書付＞
　（本紙）…1部

●ガイド右KD3
　（以下、ガイド右）

●ガイド左KD3
（以下、ガイド左）

●ラッチ表示ペラ
　KD3…1枚

●六角穴付ボルト
　（M6×35）
　…2本

●ガイド固定ネジ
　（M4×60）
　※接着剤付き
　…4本

●六角棒スパナ
　（幅4mm）
　…1本

●脚材（フェルト）
　…4枚

●紙おむつ消臭剤
　（5袋入り）
　…1セット

1

製品仕様4

※製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※製品を廃棄される場合は、廃棄物処理法に基づき適正な廃棄をお願いいた
します。
※製品の外形寸法および質量は参考値となります。

注 意 中性洗剤以外の洗剤や薬品（ベンジン、シンナー等）を使用することは、おやめください。（木材の劣化や退色、割れが発
生し破損することがあります）

お手入れ方法
●本製品は定期的に清掃し清潔に保ってください。
●水洗いはおやめください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めたもので水ぶきし、後で必ず乾ぶきしてください。

紙おむつ専用ゴミ箱
KD32
Combi エンジェルKミニダストボックスKD32
W337×D461×H725mm（天板高さ703mm）
14kg(ゴミ容器を含みます）
本体／繊維板（MDF）、投入口／ステンレス鋼
7年 耐用年数を経過しましたら、お取り替えをお願いします。

本　

体

W260×D365×H381mm
ポリプロピレン
25ℓ

外形寸法
材質
容量

ゴ
ミ
容
器

【おむつ交換台の下に収納する場合】
おむつ交換台側板左に貼付されているステッカーが見えるように設置して
ください。
※下記イラストは、おむつ交換台単体です。

【着替え台の横に並列で設置する場合】
本製品と着替え台の背面側をそろえて設置ください。

天板

扉

バックパネルKD3（以下、バックパネル）

防臭パッキン
（扉、投入口の周囲）

スライド丁番
ゴミ容器
投入口
マグネットキャッチ
ラッチ

注 意

この製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、皆さまが快適にご使用いただくために以下の内容に
従って組立管理してくださるようお願いいたします。

おむつ交換台の下に収納、または横などの近くに設置すると、汚れた紙おむつがすぐに捨てられて便利です。

組立作業は使用部品をよく確認の上、正しく行ってください。誤って組み立てると破損の原因になります。

推奨設置例

製品種類
品番
製品名
外形寸法
製品質量
材質
耐用年数

※ガイド左、ガイド右、ガイド固定ネジはおむつ交換台単体の下に本
製品を収納する場合のみ使用します。

おむつ交換台単体の下に本製
品を収納する場合は、必ず本
製品に付属されているガイド
を取り付けてください。 
取り付けずに収納した場合、
お子さまの頭などがはさま
り、ケガをするおそれがあり
ます。

警
告

ステッカー

側板左

そろえる

Lが表示されている
面が上

ストッパー

Rが表示されている
面が上



組立手順7
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【付属品の取り付けかた例】

●床のキズ防止のため、付属の脚材（フェルト）を適宜、
本体底面に貼り付けてご使用ください。

脚材（フェルト）

【おむつ交換台荷物台付きの下に収納する場合】

【おむつ交換台単体の下に収納する場合】

【その他の場所へ設置の場合】

製品を締結するときは電動工具を使用せず、
必ず手締めで、強く締め付けないようにしてく
ださい。締め過ぎるとネジ穴部の埋め込みナッ
トがはずれたり、ネジ頭が変形して鋭利な形状
になるおそれがあります。

●出荷時は投入口表面保護のためポリ袋がついています。ポリ袋はす
ぐにお捨てください。お子さまがかぶるなどして窒息するおそれがあ
ります。
●おむつ交換台単体の下に本製品を収納する場合は、必ず本製品に付
属されているガイドを取り付けてください。取り付けずに収納した場
合、お子さまの頭などがはさまり、ケガをするおそれがあります。

バックパネルはざぐりのある面か
ら、付属の六角棒スパナを使用
し、六角穴付ボルト（M6×35）2
本で本体裏面に取り付けてくだ
さい。（2ヵ所）

バックパネルはざぐりのある面か
ら、付属の六角棒スパナを使用
し、六角穴付ボルト（M6×35）2
本で本体裏面に取り付けてくだ
さい。（2ヵ所）

①ガイド左とガイド右を、ガイド固定ネジ（M4×60）でプラスドライバー No.2を使用し、おむつ交換台単体のマット裏面にあるガイド固
定ネジ穴に仮締めします。計4ヵ所 ※このとき、ストッパーが奥側にあることを確認してください。
②バックパネルはざぐりのある面から、付属の六角棒スパナを使用し、六角穴付ボルト(M6×35）2本で本体裏面に取り付けます。
※バックパネルは丸角が下向きになるように取り付けてください。
③本体をおむつ交換台側板に貼付されているステッカーが見えるように、おむつ交換台単体の下に収納します。
※本体がガイド左、ガイド右のストッパーに軽くあたるまで、奥に入れてください。
④本体を収納した状態で、①で仮締めしたネジを本締めします。計4ヵ所

必要工具：下記の工具を用意してください。  
プラスドライバー No.2　　　 六角棒スパナ 幅4mm
　

※取り付け後はガタつきがないことを確認してください。

※Combi エンジェルKおむつ交換台荷物台付き（以下、おむつ交換台荷物台付き）の下に収納する場合は、ガイドの取り付けは必要あ
りません。

① ② ③

丸角を上向きに

バックパネル

組み立て完了後は、必ず点検マニュア
ルの日常点検（3ページ）を参照の上、
点検してください。組み立てが不完
全のまま使用された場合、ケガや重大
事故の原因になります。

 

注
意

警
告

警
告

バックパネル

六角穴付ボルト
（M6×35）

本体裏面

本体裏面
本体裏面

バックパネル

六角穴付ボルト
（M6×35）

ガイド固定ネジ
（M4×60） 4ヵ所

ガイド右
（Rが表示されている
面が上）

おむつ交換台単体

ガイド左
（Lが表示されている
面が上）

六角穴付ボルト（M6×35）

ざぐり

丸角を下向きに

バックパネル

丸角を下向きに

ステッカー
おむつ交換台単体

側板
左

扉

そろえる
マット裏面

ストッパー

ガイド固定
ネジ穴



日常点検

定期点検

毎日または週ごと
1年ごと

Combi エンジェルKミニダストボックスKD32
点検マニュアル

Combi エンジェルKミニダストボックスKD32を快適に、また安全にご利用いただくために必要な「日常点検」「定期点検」の内容を記載し
たマニュアルです。
本書の内容に従い、毎日もしくは週ごとの「日常点検」、1年ごとの「定期点検」を必ず正しく実施してください。

日常点検は動作・目視・触感で行います。点検で異常があった場合、項目
によっては工具を使用して点検を行います。

工具を使用して1年ごとに各部品の点検を行います。

安全に長期間ご使用いただくために、定期点検サービス（有料）をご用意しております。
詳しくは、サービスセンターにお問い合わせください。
点検の結果、部品交換が必要な場合があります。　※補修部品の保管期間は生産終了後5年間です。

 警 告 製品を安全に使用していただくために、日常点検と1年ごとの定期点検をお願いします。点検を怠った場合、製品の老朽化や破
損が発見されず、ケガや重大事故の原因になります。

ご使用方法8
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点検の際は5ページの｢日常点検チェックシート」をご利用ください。

日常点検は、毎日もしくは週ごとに動作、目視および触感で行う点検です。点検で異常があった場合、項目によっては工具を使
用して点検を行います。
●点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、サービスセンターまでご連絡・修理依頼を行ってください。

1  日常点検

A. 外観の確認
 点検項目 点検方法 判断基準 不良の処置

 ①各部のガタつき（バックパネル、扉、投入口） 動作・目視・触感 各部（バックパネル、扉、投入口）を手で　　 増し締め
   動かしてみたときに、ガタつきがないこと （定期点検5ページ参照）

 ②【おむつ交換台単体の下に収納する場合のみ】 動作・目視・触感 おむつ交換台単体マット裏面のガイドを　　 増し締め
 　各部のガタつき（ガイド）  手で動かしてみたときに、ガタつきがないこと （定期点検5ページ参照）

 ③外観の傷、破損 目視 ひどい傷、破損のないこと 交換

 ④外観の汚れ 目視 汚れのないこと 清掃

 ⑤防臭パッキンのはがれ 目視 はがれのないこと 修理

 ⑥投入口、扉のすき間 目視 投入口、扉が閉じた状態で防臭パッキンと 修理
   木部に大きなすき間がないこと

 ⑦ネジや金具のはずれ・紛失・変形・サビ 目視 はずれ・紛失・変形・サビのないこと 交換

必要工具：下記の工具を用意してください。  
プラスドライバー　　　六角棒スパナ　　　　スパナ　　　   　 　金属用潤滑油
　　　　　　　　　　　（幅4mm）　　　　　　　（呼び5.5mm/7mm）
　
 No.1、No.2

製品を締結するときは電動工具を
使用せず、必ず手締めで、強く締め
付けないようにしてください。締め
過ぎるとネジ穴部の埋め込みナット
がはずれたり、ネジ頭が変形して鋭
利な形状になるおそれがあります。

※投入口に異音
がある場合に
使用。

注
意

使用される方へ
●天板の上は荷物置きとしてご利用できます。
●紙おむつに付着した大便は、トイレに始末してください。

管理される方へ
●ゴミ容器には市販の３０ℓまたは４５ℓのポリ袋がご利用いた
だけます。
●紙おむつ消臭剤は５袋（約５日分）用意してあります。アルミ
袋を開け、ゴミ袋に１袋だけ投入してご使用ください。

●扉の開けかた
　出荷時、中のラッチがかか
り、扉はロックしています。
投入口から手を入れて、
ラッチを解除操作しながら
扉を開けてください。

※扉を閉めると中のラッチが
かかり再びロックします。

ラッチ
投入口

解除

指 示



4

B. ステッカーの確認

⑦ネジや金具の確認　　
 ネジや金具のはずれ・紛失・変形・サビのないことを確認してください。

⑨点検S1年用銀⑧正面Sミニダストボックス
　日英中韓KD3

 点検項目 点検方法 判断基準 不良の処置

 ⑧正面Sミニダストボックス日英中韓KD3 目視 はがれ、やぶれなく、書かれている内容が　　 交換
 　の見やすさ　  読めること

 ⑨点検S1年用銀の見やすさ 目視 はがれ、やぶれなく、書かれている内容が 交換
   読めること

※上記は、おむつ交換台の下に
収納する場合のイラストです。

【おむつ交換台単体の下に収納する場合のみ】

ラッチ取付ネジ
（4ヵ所）

スライド丁番固定ネジ
（上下片側4ヵ所）計8ヵ所

スライド丁番調整ネジ
（上下片側2ヵ所）計4ヵ所

投入口部丁番固定ネジ
（左右片側4ヵ所）
計8ヵ所

マグネットキャッチ部
固定ネジ（4ヵ所）

ガイド固定ネジ（4ヵ所）

バックパネル

六角穴付ボルト
（2ヵ所）



5

点検の際は裏表紙の｢定期点検チェックシート」をご利用ください。

定期点検は、1年ごとを目安に定期的に行う点検です。
●点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、サービスセンターまでご連絡・修理依頼を行ってください。

2  定期点検

A. 各種ネジの確認
 点検項目 点検方法 判断基準 不良の処置
 ❶バックパネル裏の六角穴付ボルト（2ヵ所） 目視・触感 ゆるみがないこと　　 増し締め  （六角棒スパナ幅4mm）
 ❷スライド丁番固定ネジ（8ヵ所） 目視・触感 ゆるみがないこと 増し締め  （プラスドライバー No.2）  
 ❸スライド丁番調整ネジ（4ヵ所） 目視・触感 扉のゆがみがないこと スライド丁番の調整  （プラスドライバー No.2）
 ❹ラッチ取付ネジ（4ヵ所） 目視・触感 ゆるみがないこと 増し締め
  （プラスドライバー No.2） 防臭パッキンと扉にすき間がないこと ラッチ位置の調整
 ❺投入口部丁番固定ネジ（8ヵ所） 目視・触感 ゆるみがないこと 増し締め  （プラスドライバー No.1、スパナ（呼び5.5mm））

 ❻マグネットキャッチ部固定ネジ（4ヵ所） 目視・触感 ゆるみがないこと 増し締め  （プラスドライバー No.2、スパナ（呼び7mm））  
 ❼投入口部の丁番（2ヵ所） 動作・触感 投入口開閉時に異音が 注油   ないこと

 ❽【おむつ交換台単体の下に収納する場合のみ】 目視・触感 ゆるみがないこと 増し締め　　ガイド固定ネジ（4ヵ所） （プラスドライバー No.2）

日常点検 チェックシート 毎日または週ごと

特記事項 設置場所：

このページをコピーして点検にご利用ください。
記入した後は大切に保管してください。

 点検項目 点検方法

 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日
 年 年 年 年 年 年 年
 / / / / / / /
 台 台 台 台 台 台 台

Combi エンジェルKミニダストボックスKD32

外観の確認
①各部のガタつき（バックパネル・扉・投入口）　 動作・目視・触感 

②【おむつ交換台単体の下に収納する場合のみ】 動作・目視・触感 　各部のガタつき（ガイド）  

③外観の傷・破損  目視 

④外観の汚れ  目視 

⑤防臭パッキンのはがれ 目視 

⑥投入口、扉のすき間  目視 

⑦ネジや金具のはずれ・紛失・変形・サビ 目視 

ステッカーの確認 
⑧正面Sミニダストボックス日英中韓KD3の見やすさ 目視

⑨点検S1年用銀の見やすさ 目視 

 点検者

 

 承認者 

点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、サービスセンターまでご連絡ください。



定期点検後、本紙チェックシートの他、扉裏面に貼付の
点検ステッカーに点検日を記入してください。

6

❺投入口部丁番固定ネジ（8ヵ所）に脱落、ゆるみがな
いことを確認してください。

❻マグネットキャッチ部固定ネジ（4ヵ所）に脱落、ゆるみ
がないことを確認してください。

❼投入口の開閉時に異音がないことを確認してください。 ❽【おむつ交換台単体の下に収納する場合のみ】
 マット裏面のガイド固定ネ
ジ（4ヵ所）に脱落、ゆるみ
がないことを確認してくだ
さい。

B. 点検日の記入

マグネットキャッチ部
固定ネジ（2ヵ所）

マグネットキャッチ部
固定ネジ（2ヵ所）

点検ステッカー
（点検S1年用銀）

プラスドライバーNo.2、
スパナ（呼び7mm）使用

プラスドライバーNo.2使用

プラスドライバーNo.1、
スパナ（呼び5.5mm）使用

❹ラッチ取付ネジ（4ヵ
所）に脱落、ゆるみがな
いことを確認してくだ
さい。

❷スライド丁番固定ネジ（8ヵ
所）に脱落、ゆるみがないこと
を確認してください。

❸扉がスムーズに開閉できること、斜めになったり、いび
つに取り付けられていないことを確認してください。

扉が正しく開き、閉じると
ラッチでロックすることを
確認ください。ロックし
た状態で扉を軽く開く動
作をしてみて、防臭パッ
キンと扉にすき間が生じ
る場合は、ラッチ取り付け
のネジをいったんゆるめ
て長穴の範囲で位置を調
整してください。

ラッチ取付ネジ
（4ヵ所）

長穴

ラッチ位置
調整

❶バックパネル裏の六角穴付ボルト（2ヵ所）に脱落、ゆるみがないことを確認してください。
【おむつ交換台の下に収納する場合】 【その他の場所へ設置の場合】

ネジにゆるみがある場
合は、ナットをスパナ
（呼び5.5mm）で固定
したまま、プラスドライ
バー No.1を使用し増
し締めしてください。

※ネジにゆるみがある場合は、
ナットをスパナ（呼び7mm）
で固定したまま、プラスドラ
イバー No.2を使用し増し
締めしてください。

開閉時に異音がある場合は、
丁番のしゅうどう部に金属用
の潤滑油を塗布してください。

ネジには金属用潤滑剤を
塗布しないでください。
ネジゆるみの原因になり
ます。

しゅうどう部
（2ヵ所）
丁番

注
意

投入口部丁番
固定ネジ
（左右片側4ヵ所）
計8ヵ所

扉にガタつきがある場合は、ス
ライド丁番を増し締めしてくだ
さい。

扉のゆがみは、スライド丁番を微調整することで正常な
状態に戻すことができます。

前後調節
スライド丁番調整ネジ をゆるめ、扉を前後に
動かし適当な位置を選び、しっかりネジを締め
ます。

傾き調節
スライド丁番調整ネジ を左右に回して行い
ます。操作はスライド丁番調整ネジ を締め
たまま行います。

かぶせ量調節(扉の左右調節)
スライド丁番調整ネジ を時計方向に回すと
かぶせ量が多くなり、反時計方向に回すと少な
くなります。操作はスライド丁番調整ネジ
を締めたまま行います。

プラスドライバーNo.2使用 プラスドライバーNo.2使用

六角棒スパナ（幅４mm）使用

プラスドライバーNo.2使用

スライド丁番調整ネジ

スライド丁番固定ネジ
（上下片側4ヵ所）
計8ヵ所

スライド丁番調整ネジ

バックパネルにガタつきがある場合は、
バックパネル裏の六角穴付ボルトを付属
の六角棒スパナ（幅４mm）で増し締めし
てください。

バックパネル

六角穴付ボルト（2ヵ所） 六角穴付ボルト（2ヵ所）

バックパネル

ガイド固定ネジ（4ヵ所）



保 証 書

取扱説明書および本体注意書きラベルなどの記載内容に従った正常な使用状態で故障した場合、本書を提示の上、販売店または下記コンビウィズ株式会社に
ご連絡ください。保証期間内にて無料で修理いたします。
●保証期間中であっても、次の場合は有料修理となります。

●上記保証は日本国内においてのみ有効です。
●定期点検を実施しなかった場合の不具合は対象外です。
●生産終了後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。
●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についてご不明な場合は、サービスセンターにお問い合わせください。

●保証書にご記載いただきました個人情報につきましては、個人情報保護法の規定に従い、お客さまの故障修理についてのみ利用させていただきます。それ以外の用途には
利用いたしません。

※定期点検の結果、不具合発生が認められた場合は、上記範囲内での保証とさせていただきます。

Combi エンジェルKミニダストボックスKD32
納品から正常のご使用下で1年間

製品名

お客さま

製造番号 TEL. （　　　   ）　　　　  ー

年　　　　　月　　　　　日

お名前

ご住所　　〒　　　  －

納 品 日

保証期間

販売店名

本マニュアルは、コンビウィズ ホームページ
（www.combiwith.co.jp）からもダウンロード（PDF）できます。
ご活用の程、お願いいたします。

○本書に記載されている文章、イラスト等の無断転載を禁止します。

（A4）　　147716020   181029(1)

扉を開けて側板右の内側
に貼付

製造番号

●製品に関するお問い合わせ

本社 /〒111-0041　東京都台東区元浅草2-6-7
URL/ www.combiwith.co.jp 

● 修理・点検に関するお問合せ／コンビウィズ㈱ サービスセンター　
 ［受付時間］ 祝祭日を除く、  月～金10:00 ～ 17:00

 TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630

①本来の使用用途以外でのご使用に起因する故障。
②適切な維持管理を怠ったことに起因する故障。
③メーカー、販売元が指定する業者以外の修理・調整・改造に起因する破損・故障。
④保管環境の影響など本製品以外の外部影響に起因する破損・故障。
⑤ご購入後の輸送、落下などに起因する破損・故障。
⑥経年劣化、消耗部品の過酷な使用状況による故障。

⑦天災 /天変地異 (火災、落雷、噴火、洪水、津波、地震 )、戦争 /暴動等による不具
合。

⑧本書に納品日、お客さま名、販売店名の記入の無い場合、あるいは字句を書き換え
られた場合。
⑨本書のご提示がない場合。
⑩有料修理の場合に要する発送運賃。

定期点検 チェックシート 1年ごと このページをコピーして点検にご利用ください。記入した後は大切に保管してください。
動作確認、外観確認は日常点検の内容をご参照ください。

Combi エンジェルKミニダストボックスKD32

 点検項目 点検方法

各種ネジの確認
❶バックパネル裏の六角穴付ボルト（2ヵ所） 目視・触感（六角棒スパナ幅4mm） 
❷スライド丁番固定ネジ（8ヵ所） 目視・触感（プラスドライバー No.2） 
❸スライド丁番調整ネジ（4ヵ所） 目視・触感（プラスドライバー No.2） 
❹ラッチ取付ネジ（4ヵ所） 目視・触感（プラスドライバー No.2） 
❺投入口部丁番固定ネジ（8ヵ所） 目視・触感（プラスドライバー No.1、スパナ（呼び5.5mm））
❻マグネットキャッチ部固定ネジ（4ヵ所） 目視・触感（プラスドライバー No.2、スパナ（呼び7mm））
❼投入口部の丁番（2ヵ所） 動作・触感
❽【おむつ交換台単体の下に収納する場合のみ】 目視・触感（プラスドライバー No.2）　ガイド固定ネジ（4ヵ所） 
外観の確認
①各部のガタつき（バックパネル、扉、投入口）　 動作・目視・触感 
②【おむつ交換台単体の下に収納する場合のみ】 動作・目視・触感 　各部のガタつき（ガイド） 
③外観の傷、破損  目視 
④外観の汚れ  目視 
⑤防臭パッキンのはがれ 目視 
⑥投入口、扉のすき間  目視 
⑦ネジや金具のはずれ・紛失・変形・サビ 目視 
ステッカーの確認 
⑧正面Sミニダストボックス日英中韓KD3の見やすさ 目視
⑨点検S1年用銀の見やすさ 目視 
 点検者
 承認者 

 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日
 年 年 年 年 年 年 年
 / / / / / / /
 台 台 台 台 台 台 台

点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、サービスセンターまでご連絡ください。

特記事項 設置場所：


