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＜ベビーシートα＞

1 各部の名称

2 必要工具

はじめに

  本書はおむつ交換台『ベビーシートα』を快適、また安全にご利用いただくため
に必要な点検および「日常点検」「定期点検」「オーバーホール」の内容を記載し

たマニュアルです。

  本書の内容に従い「オーバーホール」、毎日の「日常点検」、年１回の「定期点検」

を正しく必ず実施してください。特に設置後、長期間経過した製品は誤使用等に

よる破損、樹脂部の劣化、ネジのゆるみ等が発生する可能性がありますので、必

ず「オーバーホール」を実施してください。

オーバーホールについて
・オーバーホールとは分解、検査、修理をすることです。

・オーバーホールにつきましては、専門の技術を必要とするため、専門業者へご依頼ください。

・もし専門業者を手配できない場合は、弊社にて斡旋いたしますのでご連絡ください。

製品の耐用年数について
・本製品の耐用年数は正常に使用した場合で７年ですので、設置後７年を経過した製品につ 

  きましては、製品のお取り替えを、お願い致します。

【注意】

本体ステッカー

ロットNo.ステッカー

中カバー

脚カバー

消音パッキンゴム

フタ

テーブル部

使用説明ボード
（バックボード）

使用方法ステッカー

上カバー

フサギ板

バックル

ベルト

クッションマット
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● ベビーシートαFL
　（壁と床取り付けタイプ）

● ベビーシートαWA
　（壁取り付けタイプ）

【日常点検】
　日常点検においては、工具は使用しません。

【定期点検】
　プラスドライバー　Ｎo2・3

【オーバーホール】
 ①プラスドライバー　Ｎo2・3
 ②レンチ（壁および床固定ボルトの仕様に合わせて用意してください。）

【注意】ネジの締め付けは、必ず手動で行ってください。
            電動ドライバー等を使用すると、樹脂部が破損する場合があります。

プラスドライバー

レンチ

ベビーシートαＦＬ ベビーシートαＷＡ

［参考］その他充実のベビーシート群

対象商品

ベビーシートＭＰーＦＬ／ＷＡ コンビシートＤＸ ベビーシート

本冊子の商品<ベビーシートα＞の形状です。施設での照会にご参照下さい。



3 日常点検

１）シール、ステッカー関係
点検項目　　　　　　　　設置場所　　　点検方法　　　　判断基準　　　対応方法

誘導案内ステッカー

本体ステッカー

使用方法ステッカー

誤使用防止ステッカー

警告ステッカー

化粧室入口や
トイレのドア等
テーブル本体
正面
テーブルを開いた
正面

フサギ板の右端

バックボードの上

目視 部品交換

正常に貼付され、内容が

確認できること（傷、破れ、

脱落、変色がないこと）

※ステッカーおよびシール

は安全にご使用いただく

ための警告や使用上の

注意が記載されております。

点検項目　　　　　　　　点検方法　　　　              判断基準　　　           対応方法

点検項目　　　　　　　　点検方法　　　　　　　　判断基準　　　　　　　対応方法

フサギ板（１個）

使用説明ボード（バックボード）（１個）
上カバー（１個）
フタ（２個）
中カバー（１個）
（ＦＬのみ）脚カバー（１個）
消音パッキンゴム（２個）
クッションマット（１個）

上カバー固定ネジ（３個）
フサギ板固定ネジ（７個）
中カバー固定ネジ（２個）
（ＦＬのみ）脚カバー固定ネジ（６個）

目視
手感

目視
手感

目視
手感

ひび割れ、破損、変形、著しい変色、
傷がないこと
使用中止・修理

脱落、ひび割れ、変形がないこと
使用中止・修理

著しい汚れ、傷がないこと

ゆるみ、はずれがないこと

部品交換

部品交換

部品交換

部品交換

３）機能、機構関係　

※下記項目で不具合を発見した場合は直ちに使用中止・修理してください。

テーブルの傾き、ガタつき

テーブル開閉

クッションマットのガタつき

バックルの種類

バックル（１セット）の破損、脱落、損傷

バックル（１セット）のロック動作

ベルトの収納
・ ベルトＡ（長）
ベルトのほつれ、損傷
・ ベルトＡ（長）
・ ベルトＢ（短）

ベルトＢ（短）固定方法

ベルトＢ（短）固定ネジ（１ヵ所）のゆるみ、
はずれ

目視
手感

目視

目視
手感

傾き、ガタつき、異常音がないこと

傾き、ガタつき、異常音がないこと

ガタつきがないこと

バックルオスの爪形状が３本であること

破損、脱落、傷がないこと

ロック後強く引いてはずれないこと

バックルをはずしてベルトが収納されること

ほつれ、傷がないこと

ベルトＢ（短）固定ネジがクッション
マットに貫通して止められていること

ゆるみ、はずれがないこと

部品交換

部品交換

部品交換

部品交換

部品交換

部品交換

部品交換

部品交換

部品交換

部品交換

おむつ交換台「ベビーシートα」定期点検マニュアル 
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２）テーブル、カバー関係　

中カバー

テーブル

中カバー固定ネジ（2個）

脚カバー固定ネジ（６個）

脚カバー

使用説明ボード（バックボード）

消音パッキンゴム

上カバー固定ネジ（３個）

上カバー

フサギ板

フサギ板固定ネジ（７個）

クッションマット

フタ

大人が座らないでください
（耐荷重30kg）

ベルトA（長）

①テーブルの傾き、ガタつき、異常音
　の有無は、矢印方向に力を加えて
　確認してください。

②ベルトおよびバックルの点検方法は、下図を参照して確 認して
　ください。

バックルの種類（図）爪の形状

バックルの
脱落、破損、傷

ベルトのほつれ、傷

バックル（１セット）のロック動作

ベルトＢ（短）固定ねじ
（１ヵ所）のゆるみ、はずれ

ベルトの収納

M4ワッシャー大

M4ナット

M4ネジ

M4ワッシャー大

●日常点検は、毎日、目視および手感にて行う点検です。

機能、機構の点検方法および判断基準

目視

目視
手感



4 定期点検 5 オーバーホール

点検項目　　　　　　　　       点検方法　　　　　判断基準　　　　対応方法

●定期点検は、年1回を目安に定期的に行う点検です。
●定期点検では、下欄の「製品分解・点検方法および判断基準（定期点検）｣に従って各部品を取り
　はずし、各部の状態を確認してください。
●下記項目で不具合を発見した場合は直ちに使用中止・修理してください。

ベルト（２本）のほつれ、損傷
・ ベルトＡ（長）
・ ベルトＢ（短）
ベルトＡ（長）固定ネジ（１ヵ所）の脱落、ゆるみ

ベルトスプリング（１本）の折れ、伸び

ベルトスプリング固定ネジ（１ヵ所）の脱落、ゆるみ

ベッド補強板固定ネジ（４ヵ所）の脱落、ゆるみ

目視
手感

ドライバー
目視
手感

ドライバー

ドライバー

損傷がないこと

脱落、ゆるみがないこと

折れ、伸びがないこと

脱落、ゆるみがないこと

脱落、ゆるみがないこと

部品交換

部品交換

部品交換

部品交換
（注）
部品交換
（注）

注）各部に使用しているネジは、十字穴の潰れ、ネジの変形、錆びの発生が無いか確認を行い、異常を発見した
     　場合は、新品のネジに交換してください。

（3）ベルト、ベルトスプリング、ネジ類各部を点検してください。
　　①ベルト（２本）のほつれ、損傷
     　・ ベルトＡ（長）
    　 ・ベルトＢ（短）

　

　　②ベルトＡ（長）固定ネジ（１ヵ所）の脱落、ゆるみ
　　③ベルトスプリング（１本）の折れ、伸び
　　④ベルトスプリング固定ネジ（１ヵ所）の脱落、ゆるみ

　　⑤ベッド補強板固定ネジ（４ヵ所）の欠品、ゆるみ

●オーバーホールでは、次頁以降の「製品の分解・点検方法および判断基準（オーバーホール）」および
　「製品のくみたて（オーバーホール）」に添って全ての部品を取りはずし、部品の状態を確認してください。
●下記項目で不具合を発見した場合は直ちに使用中止・修理してください。

注１）各部に使用しているネジは、十字穴の潰れ、ネジの変形、錆びの確認を行い、異常を発見した場合は、
　　新しいネジに交換してください。
注２）蝶番固定ネジは、一度ゆるめますとゆるみ止め効果がなくなりますので、必ずオーバーホール実施前に
　　弊社指定の新しいネジ（別売）をご用意ください。
      （蝶番固定ネジ８本セット　No.331829000）

（2）クッションマットをスライドさせてはずします。

おむつ交換台「ベビーシートα」定期点検マニュアル 

製品の分解・点検方法および判断基準（定期点検）
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ベルトスプリング

ベッド補強板固定ネジ

凸バックル
ベルトB（短）

マット固定ネジ

マット

定期点検終了後定期点検チェックシールA（別売）
を本体の目立つ所に貼ってください。

（1）ベルトのバックルをはずし、クッションマット
　　固定ネジ（１本）をはずします。

点検項目　　　　　　　　点検方法　　　　　　判断基準　　　　　　　　対応方法

壁、床各施工（固定）ネジの脱落、ゆるみ
・ 上フレーム部（ＦＬ：４ヵ所、ＷＡ：２ヵ所）
・ 中央部（１ヵ所）
・ （ＦＬのみ）脚フレーム部（３ヵ所）

（FLのみ）脚フレームと本体フレーム接
合部の締結ネジ（４ヵ所）の脱落、ゆるみ

上フレーム固定ネジ（８ヵ所）の脱落、ゆるみ

部品の破損、脱落、汚れ
・ ベッド本体（１個）
・ インサートナット（１7ヵ所）
・ ベッド補強板（２個）
・ フサギ板（１個）
・ 蝶番（２個）

蝶番固定ネジ（８ヵ所）の脱落、ゆるみ

バックルの種類

バックル（１セット）の破損、脱落、損傷

バックル（１セット）のロック動作

ベルト（２本）のほつれ、損傷
・ ベルトＡ（長）
・ ベルトＢ（短）
ベルトＡ（長）固定ネジ（１ヵ所）の脱落、ゆるみ

ベルトスプリング（１本）の折れ、伸び

ベルトスプリング固定ネジ（１ヵ所）の脱落、ゆるみ
ベッド補強板固定ネジ（４ヵ所）の脱落、ゆるみ

分解点検後、
確実に締める
部品交換（注１）

分解点検後、
確実に締める
部品交換（注１）
分解点検後、
確実に締める
部品交換（注１）

部品交換（注１）

ネジ取り外し後、
ネジを交換する
（注２）

部品交換

部品交換

部品交換

部品交換

部品交換

部品交換

部品交換（注）
部品交換（注）

ドライバー、
レンチ、等

ドライバー

ドライバー

目視
手感

ドライバー

目視

目視
手感
目視
手感

目視
手感

ドライバー
目視
手感

ドライバー
ドライバー

ガタつきがないこと

ガタつきがないこと

脱落、ゆるみがないこと

脱落、破損、傷、著しい
汚れがないこと
ベッドのインサートナットの
抜けがないこと
蝶番の変形、錆がないこと

脱落、ゆるみがないこと

バックルオスの爪形状（突起）が
３本であること。

脱落、破損、傷がないこと

ロック後強く引いてはずれないこと

損傷がないこと

脱落、ゆるみがないこと

折れ、伸びがないこと

脱落、ゆるみがないこと
脱落、ゆるみがないこと

ベルトＡ（長）

ベルトB（短）
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（1）上カバー、中カバー、脚カバー（ＦＬのみ）の分解手順
　　①上カバー取り付けネジ（３ヵ所）をはずし、上カバーを取りはずします。
　　②中カバー取り付けネジ（２ヵ所）をはずし、中カバーを取りはずします。
　　③脚カバー取り付けネジ（６ヵ所）をはずし、脚カバーを取りはずします。

【注意】
 ベルト、バックルは、動かないようにまとめてください。

製品の分解・点検方法および判断基準（オーバーホール）
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（7）フサギ板固定ネジ（６ヵ所）をはずし、
　　フサギ板を取りはずします。

（2）マット固定ネジをはずし、クッションマットをはずします。

（3）壁及び床固定に固定しているネジをはずします。

上フレーム部（ＦＬ：４ヵ所、ＷＡ：2ヵ所）

壁固定（中央）（1ヵ所）

床面固定（中央）（3ヵ所）

（4）製品を床面および壁面から取りはずし、テーブル（正面）を下に向けて置きます。

（5）脚フレーム（FLのみ）と本体フレーム
　　接合部の締結ネジのゆるみがない
　　ことを確認し、増し締めします。
　

脚フレーム（FLのみ）と
本体フレーム接合部（4ヵ所）

上カバー取り付けネジ（３ヵ所）

マット固定ネジ

中カバー取付ネジ（２ヵ所）

脚カバー取付ネジ（６ヵ所）

ベルトのバックルをはずし、マットを奥方向へ
スライドさせ、上に持ち上げます

（6） 上フレーム固定ネジ（８ヵ所）をはずし、
　　上フレームを取りはずします。

上フレーム

（8） 蝶番固定ネジ（８ヵ所）をはずし、蝶番を取りはずします。
　

（9）ベルト、ベルトスプリング、ネジ類各部を確認します。
　　①ベルトのほつれ、損傷がないことを確認します。
　　　・ ベルトＡ（長）
　　　・ ベルトＢ（短）

　　②ベルトＡ（長）固定ネジ（１ヵ所）を増し締めし、
　　　ゆるみがないことを確認します。
　　③ベルトＡ（長）を引っ張り、離したとき、戻ることを
　　　確認します。
　　④ ベルトスプリング固定ネジ（１ヵ所）を増し締めし、
　　　ゆるみがないことを確認します。

ベルトＡ（長） ベルトB（短）

（10）ベッド補強板固定ネジ（４ヵ所）を増し締めし、
　　ゆるみがないことを確認します。

ベルトスプリング固定ネジ

ベルトスプリング

ベルトＡ固定ネジ

ベッド補強板固定ネジ（４ヵ所）

マット

ネジ8ヵ所

フサギ板

蝶番固定ネジ（8ヵ所）
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（1）蝶番を取り付けます。

（3）上フレームを取り付けます。

（5）クッションマットを取り付け、クッション
　　マット固定ネジ（１本）で固定します。

（6）上カバー、中カバー、脚カバー（ＦＬのみ）を取り付けます。

製品の組み立て（オーバホール）

上フレーム部（ＦＬ：４ヵ所、ＷＡ）

（4）脚フレームと本体フレームを接合し（FLのみ）
　　壁および床に取り付けます。

壁固定（中央）
（1ヵ所）

床面固定（3ヵ所）

マット

上カバー取り付けネジ（３ヵ所）

中カバー取付ネジ
（２ヵ所）

脚カバー取付ネジ
（６ヵ所）

6 その他
（１）点検日の記入
　　点検チェックAシール（別売）に点検日を記入の上、製品に貼り付けてください。
　　　　

（2）警告ステッカーについて
　　弊社では製品をより安全にご使用頂くため、注意を促す＜警告ステッカー＞もご用意（別売）
　　いたしております。ご参照ください。

（3）点検記録の記入
　　点検結果を「点検記録」に記入し、弊社サービスセンター宛てにＦＡＸを送信してください。

（4）清掃
　　清掃の際は中性洗剤を薄めたもので水拭きし、後で必ず乾拭きしてください。
　　【注意】中性洗剤以外の洗剤を使用することはおやめください。
　　　　　（プラスチックが劣化し、退色、ヒビ割れが発生し破損することがあります。）
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マット固定ネジ

凸バックル

【組み立て終了後の確認】
　テーブルの傾き、ガタつき、異常音が
　ないことを確認してください。
　（確認方法については4ページ参照）

（2）フサギ板を取り付けます。

消音パッキンゴム

●警告ステッカーサンプル

●点検チェックシールA
　サンプル

ご用命に関しては代理店もしくは弊社サービスセンターにお問合せください。

サイズ：150×150mm
シルク印刷3色
基材：ユポ80ミクロン
表面仕上げ：マット加工ラミネート仕上げ
強粘着、裏面スリット入り

サイズ：Ｗ80×Ｈ55mm
テトロン銀消し
基材：ユポ80ミクロン
強粘着＃50
部品コード
338456080338456080
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ベビーシートαWA（壁取り付けタイプ）

月日　　　　　    月日　　　　　    月日                月日                           月日                           月日                         月日

　台数               　      台数　　　　　   台数          　　  台数            　    台数                          台数                          台数

シール、ステッカー関係  

誘導案内ステッカー     

本体ステッカー     

使用方法ステッカー     

誤使用防止ステッカー      

警告ステッカー

テーブル、カバー関係

フサギ板（1個）　  

使用説明ボード（バックボード）（１個）

上カバー（１個）

フタ（２個）

中カバー（１個）

（ＦＬのみ）脚カバー（１個）

消音パッキンゴム（２個）

クッションマット（１個） 

上カバー固定ネジ（３個）

フサギ板固定ネジ（７個）

中カバー固定ネジ（２個）

（ＦＬのみ）脚カバー固定ネジ（６個） 

目視

目視
手感

機能、機構関係      

テーブルの傾き、ガタつき    

テーブル開閉 

クッションマットのガタつき 

バックルの種類     

バックル（１セット）の破損、脱落、損傷

バックル（１セット）のロック動作    

ベルトの収納

・ベルトＡ（長） 

ベルトのほつれ、損傷

・ベルトＡ（長）
・ベルトＢ（短） 

ベルトＢ（短）固定方法    

ベルトＢ（短）固定ネジ（１ヵ所）のゆるみ、はずれ

目視
手感

目視

目視
手感

目視

目視
手感

点検者

承認印

日常点検

 ベビーシートα FL（壁と床取り付けタイプ）

本体ステッカー

中カバー

脚カバー

ロットNo.ステッカー

本体ステッカー

中カバー

ロットNo.ステッカー

フタ

点検項目       　　　点検方法

※当表をコピー又は同様のリストを別途ご用意の上、
　ご記入し、大切に保管ください。

日常点検チェックシート

特記事項

各種点検（日常点検・定期点検・オーバーホール）に関しては下記イラスト・名称をご参照ください。

クッションマット

消音パッキンゴム

フタ

テーブル部

使用説明ボード
（バックボード）

使用方法ステッカー

上カバー

フサギ板

バックル

ベルト

消音パッキンゴム

テーブル部

クッションマット

使用説明ボード
（バックボード）

使用方法ステッカー

上カバー

フサギ板

バックル

ベルト



ご確認印

年　　  月　　  日点検施設名

点 検 台 数 　

様 実 施日

台 点検者

［特記事項］

オーバーホールを実施しましたら、本記録をFAXにて弊社サービスセンター宛ご連絡ください。

点検項目        　　　          点検方法　　チェック　　　　　　　　　          点検結果

壁、床各施工（固定）ネジのゆるみ

    ・上フレーム部（ＦＬ：４ヵ所、ＷＡ：２ヵ所）

    ・中央部（１ヵ所）

    ・（ＦＬのみ）脚フレーム部（３ヵ所）

（FLのみ）脚フレームと本体フレーム接合部の

締結ネジ（４ヵ所）の脱落、ゆるみ

上フレーム固定ネジ（８ヵ所）の脱落、ゆるみ

部品の破損、脱落、汚れ

    ・ベッド本体（１個）

    ・インサートナット（１7ヵ所）

    ・ベッド補強板（２個）

    ・フサギ板（１個）

    ・蝶番（２個）

蝶番固定ネジ（８ヵ所）の脱落、ゆるみ

バックルの種類

バックル（１セット）の破損、脱落、損傷

バックル（１セット）のロック動作

ベルト（２本）のほつれ、損傷

    ・ベルトＡ（長）

    ・ベルトＢ（短）

ベルトＡ（長）固定ネジ（１ヵ所）の脱落、ゆるみ

ベルトスプリング（１本）の折れ、伸び

ベルトスプリング固定ネジ（１ヵ所）の脱落、ゆるみ

ベッド補強板固定ネジ（４ヵ所）の脱落、ゆるみ

ドライバー、

レンチ、等

ドライバー

ドライバー

目視・手感

ドライバー

目視

目視・手感

目視・手感

目視・手感

ドライバー

目視・手感

ドライバー

ドライバー

おむつ交換台「ベビーシートα」定期点検マニュアル 

コンビウイズ株式会社　
サービスセンター 行（FAX：03-5828-7630）

オーバーホール点検チェックシート
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点検項目       　　　点検方法
月日　　　　　　月日　　　　　　月日           月日                    月日　　　　　　月日　　　　　　月日

　台数               　台数　　　　　台数          　　　台数            　　台数　　　　　台数　　　　　台数

ベルト（２本）のほつれ、損傷

　・ベルトＡ（長）

 ・ベルトＢ（短）

ベルトＡ（長）固定ネジ（1ヵ所）の脱落、ゆるみ

ベルトスプリング（１本）の折れ、伸び

ベルトスプリング固定ネジ（１ヵ所）の脱落、ゆるみ

目視
手感

ドライバー

目視
手感

ドライバー

点検者

承認印

※当表をコピー又は同様のリストを別途ご用意の上、
　ご記入し、大切に保管ください。

ベビーシートα
定期点検チェックシート

特記事項

（3）ベルト、ベルトスプリング、ネジ類各部を点検してください。
　　①ベルト（２本）のほつれ、損傷
     　・ ベルトＡ（長）
    　 ・ベルトＢ（短）

　

　　

　　⑤ベッド補強板固定ネジ（４ヵ所）の欠品、ゆるみ

（2）クッションマットをスライドさせてはずします。

製品の分解・点検方法および判断基準（定期点検）

ベルトスプリング

ベッド補強板固定ネジ

凸バックル
ベルトB（短）

マット固定ネジ

マット

定期点検終了後定期点検チェックシールA（別売）を
本体の目立つ所に貼ってください。

（1）ベルトのバックルをはずし、クッションマット固定ネジ（１本）をはずします。

ベルトＡ（長）

ベルトB（短）

②ベルトＡ（長）固定ネジ（１ヵ所）の脱落、ゆるみ
　　③ベルトスプリング（１本）の折れ、伸び
　　④ベルトスプリング固定ネジ（１ヵ所）の脱落、ゆるみ



おむつ交換台ベビーシート
トイレ内で安心しておむつ替えができるシートです。

おむつ交換台「ベビーシートα」
日常点検・定期点検マニュアル 

www.combiwith.co.jp

サービスセンター
〒111-0041　東京都台東区元浅草2-6-7
TEL　03-5806-4621
FAX　03-5828-7630
電話受付時間：祝祭日を除く月～金　10：00-17：00
●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。

保存版

●修理・点検に関するお問合せ

2006.10.


