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下記チェックシートの右上に年月日をご記入の上、点検を行ってください。記入した後は大切に保管してください。
点検後、本体貼付の点検ステッカーにも、年月日、印をご記入ください。

点検項目 点検方法 対応
方法

年 年 年 年 年 年 年

月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
標
準
シ
ー
ト・ワ
イ
ド
ロ
ー
シ
ー
ト

ベルト固定ボルトの脱落、ゆるみ プラスドライバー
ネジゆるみ止め剤

部品
交換

（注）

シート固定ボルト（4ヵ所）、L字金具
固定ネジ（4ヵ所）の脱落、ゆるみ

プラスドライバー
ネジゆるみ止め剤

棚板固定ボルト（4ヵ所）、L字金具
固定ネジ（8ヵ所）の脱落、ゆるみ プラスドライバー

パッドのぐらつき、パッド固定ネジ
の脱落、ゆるみ プラスドライバー

連結固定ネジ、連結ネジの脱落、ゆ
るみ プラスドライバー

荷
物
台

テーブル固定ボルト（4ヵ所）、L字金
具固定ネジ（4ヵ所）の脱落、ゆるみ

プラスドライバー
ネジゆるみ止め剤 部品

交換
（注）連結固定ネジ、連結ネジの脱落、ゆ

るみ プラスドライバー

体
重
計
台

テーブル固定ボルト（4ヵ所）、L字金
具固定ネジ（4ヵ所）の脱落、ゆるみ

プラスドライバー
ネジゆるみ止め剤

部品
交換

（注）

棚板固定ボルト（4ヵ所）、L字金具
固定ネジ（8ヵ所）の脱落、ゆるみ プラスドライバー

連結固定ネジ、連結ネジの脱落、ゆ
るみ プラスドライバー

六角穴付ボルト（4ヵ所）の脱落、ゆ
るみ 六角棒スパナ

テーブルの傷や目盛りのはがれ 目視 部品
交換

台上のベビースケール等の底部設
置部分のフェルトのはがれ 目視 部品

交換

着
替
え
台

踏み台固定ボルト（8ヵ所）の脱落、
ゆるみ プラスドライバー

部品
交換

（注）
連結固定ネジ、連結ネジの脱落、ゆ
るみ プラスドライバー

六角穴付ボルト（8ヵ所）の脱落、ゆ
るみ

プラスドライバー
ネジゆるみ止め剤

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、下記
サービスセンターまでご連絡ください。

●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

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。

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。

定 期 点 検 チェックシートエンジェルNSシートシリーズ 『エンジェルNSシートシリーズ』

『エンジェルNSシートシリーズ』
日常点検・定期点検マニュアル

プラスドライバー、六角棒スパナ、ネジゆるみ止め剤（取り外し可能なもの）

特記事項

（注） 各部に使用しているネジは、十字穴や六角穴の潰れ、ネジの変形、錆の発生がないか確認を行い、異常を発見した場合は、新品のネジに
交換してください。ネジの締め付けは必ず手動で行ってください。接着剤が必要なネジには忘れずに塗布してください。

保存版

年1回

必 要 工 具 等



『エンジェルNSシートシリーズ』　日常点検・定期点検マニュアル

はじめに

目　　次

①バックルに傷・割れ・ガタつきなどがないこと。
②ベルトのほつれ、損傷がないこと。
③バックルをカチッと音がするまで差し込み、
ベルトを引っぱってはずれないこと。

④バックルのロック・解除が確実にできること。

点検の際は最終ページの『日常点検チェックシート』をご利用ください。

日常点検は、毎日もしくは週毎に、目視および触感で行う点検です。工具は使用しません。

①アジャスターのはずれがないこと。

②全体のガタつきがないこと。
③側板とそれにに取り付いている
部品（シートクッション、テーブ
ル、踏み台）とのぐらつき。

④棚板がある場合は棚板のぐらつき。

⑤傷、破損などがないこと。
⑥標準シート、ワイドローシート、着替
え台などの張り材の汚れ。

バックルのロック・解除の確認

1.各部の名称
2.日常点検

P.2
P.2

3.定期点検
4.その他

P.4
P.6

　本書は、『エンジェルNSシートシリーズ』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、毎日もしくは週毎の「日常点検」、年1回の「定期点検」を必ず正しく実施してください。
　取付完了後は必ず日常点検に従った点検を実施してください。

点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、裏表紙に記載のコンビウィズ㈱サービスセンター
までご連絡ください。

※ベルトに切れ・ほつれ・ひどい汚れ等がありましたら、ベルト交換をおすすめします。

製品の耐用年数について
本製品の耐用年数は通常の使用で7年を想
定しておりますので、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
願いいたします。
生産終了後10年間は有償（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、お買い上げ
時と異なる場合がありますのであらかじめご
了承ください。

2 日 常 点 検

〈標準シート・ワイドローシートの場合〉ベルト、バックルの確認

外観の確認

背板

背板

背板

サイドパッド
■標準シート・ワイドローシート

■標準シート・ワイドローシート

■荷物台

■体重計台

■着替え台

シートクッション
ヘッドパッド

テーブル

テーブル

ベルト

側板

棚板

側板

側板

踏み台

1 各 部 の 名 称 アジャスター（4ヵ所）

※アジャスターがはずれている場合は、付け直し
できるまで使用中止願います。

※汚れている場合は6ページの4その他
『清掃について』を参照ください。

棚板

警告ステッカー
製品近く、かつ見やすい
位置に貼付（壁面）

警告布ラベル
ヘッドパッドに貼付

セリアルステッカー
（下段にロット№表記、標準
シート、ワイドローシートのみ
シートクッション裏面に貼付）

ステッカー類の確認

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）
内容が読めること（汚れ、落書きなどがないこと）
※ステッカー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います。

低高

点検ステッカー
　

注意ステッカー
側板内側

2 3
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『エンジェルNSシートシリーズ』　日常点検・定期点検マニュアル

警告ステッカー
製品近く、かつ見やすい
位置に貼付（壁面）

体重計台警告ラベル
背板中央

荷物台警告ラベル
着替え台ステッカー背板中央

背板中央

ケコミ板をはずした
階段正面中央下側

点検の際は裏表紙『定期点検チェックシート』をご利用ください。

●定期点検は、年1回を目安に定期的に行なう点検
です。

●定期点検では、日常点検項目をご確認の上、下記
に従って各部品を取り外し、各部の状態を確認し
てください。

点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止
し、裏表紙に記載のコンビウィズ㈱サービスセン
ターまでご連絡ください。

シートクッションまたは
テーブル下部の固定ボ
ルト、L字金具固定ネジ
の脱落、ゆるみがないか
を確認。締めなおしには
ネジゆるみ止め剤（取り
外し可能なもの）
が必要です。

シートクッション下部のベルト固定ボルト
の脱落、ゆるみがないかを確認。締めなお
しにはネジゆるみ止め剤（取り外し可能な
もの）が必要です。

シートクッションまたはテーブルの下に棚
板がある場合は、固定ネジ・ボルト・飾りナッ
トにゆるみがないかを確認してください。

①着替え台からケコミ板、下段クッ
ション固定ネジを取りはずし、下段
クッションを取りはずす。

②上段クッション固定ネジを取りは
ずし、上段クッションを取りはず
す。

③着替え台固定ネジ（8ヵ所）の脱落、ゆるみがない
ことを確認後、逆の手順で取り付ける。

①サイドパッド、ヘッドパッドにぐらつきがないことを確認後、
サイドパッド（L・R）→ヘッドパッドの順にはずす。

②パッド止めネジの脱落、ゆるみがないかを確認。

プラスドライバー、六角棒スパナ、
ネジゆるみ止め剤（取り外し可能なもの）

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、木部が破損する
場合があります。接着剤が必要なネジには忘れ
ずに塗布してください。

各部に使用しているネジは、十字穴や六角穴の潰れ、
ネジの変形、錆の発生がないか確認を行い、異常を
発見した場合は、新品のネジに交換してください。

セリアルステッカー
（下段にロット№表記）

ステッカー類の確認

3 定 期 点 検

必 要 工 具 等

シートクッション、テーブル、着替え台固定ネジの確認

〈標準シート・ワイドローシートの場合〉ベルト固定ボルトの確認

〈標準シート・ワイドローシートの場合〉パッド止めネジの確認（パッドにぐらつきがある場合のみ）

点検ステッカー

シートクッション

ボルト（4ヵ所）
ボルト（4ヵ所）

ヘッドパッド
サイドパッド（L） サイドパッド（R）

〈パッドのはずし方〉 ❶パッド下に押し下げ、❷手前に引く。

■サイドパッドの場合 ■ヘッドパッドの場合

テーブル

■標準シート・ワイドローシート ■荷物台 ■体重計台

❷

❷

❶ ❶

パッド止めネジ（6ヵ所）

〈棚板のある場合〉固定ネジの確認

標準シート・ワイドローシート、荷物台、体重計台の場合

着替え台の場合

ケコミ板

下段クッション固定ネジ

着替え台固定ネジ

上段クッション
固定ネジ

下段クッション 上段クッション

ネジ（4ヵ所）

■体重計台

■荷物台 ■着替え台 注意ステッカー

注意ステッカー

注意ステッカー

生産日シール

セリアルステッカー
セリアルステッカー

点検ステッカー

点検ステッカー

側板内側

側板内側

側板内側

側板内側

ベルト固定ボルト

シートクッション

ベルト

棚板
ボルト（4ヵ所）

ネジ（8ヵ所）

飾りナット

L字金具

4 5
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警告ステッカー
製品近く、かつ見やすい
位置に貼付（壁面）

体重計台警告ラベル
背板中央

荷物台警告ラベル
着替え台ステッカー背板中央

背板中央

ケコミ板をはずした
階段正面中央下側

点検の際は裏表紙『定期点検チェックシート』をご利用ください。

●定期点検は、年1回を目安に定期的に行なう点検
です。

●定期点検では、日常点検項目をご確認の上、下記
に従って各部品を取り外し、各部の状態を確認し
てください。

点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止
し、裏表紙に記載のコンビウィズ㈱サービスセン
ターまでご連絡ください。

シートクッションまたは
テーブル下部の固定ボ
ルト、L字金具固定ネジ
の脱落、ゆるみがないか
を確認。締めなおしには
ネジゆるみ止め剤（取り
外し可能なもの）
が必要です。

シートクッション下部のベルト固定ボルト
の脱落、ゆるみがないかを確認。締めなお
しにはネジゆるみ止め剤（取り外し可能な
もの）が必要です。

シートクッションまたはテーブルの下に棚
板がある場合は、固定ネジ・ボルト・飾りナッ
トにゆるみがないかを確認してください。

①着替え台からケコミ板、下段クッ
ション固定ネジを取りはずし、下段
クッションを取りはずす。

②上段クッション固定ネジを取りは
ずし、上段クッションを取りはず
す。

③着替え台固定ネジ（8ヵ所）の脱落、ゆるみがない
ことを確認後、逆の手順で取り付ける。

①サイドパッド、ヘッドパッドにぐらつきがないことを確認後、
サイドパッド（L・R）→ヘッドパッドの順にはずす。

②パッド止めネジの脱落、ゆるみがないかを確認。

プラスドライバー、六角棒スパナ、
ネジゆるみ止め剤（取り外し可能なもの）

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、木部が破損する
場合があります。接着剤が必要なネジには忘れ
ずに塗布してください。

各部に使用しているネジは、十字穴や六角穴の潰れ、
ネジの変形、錆の発生がないか確認を行い、異常を
発見した場合は、新品のネジに交換してください。

セリアルステッカー
（下段にロット№表記）

ステッカー類の確認

3 定 期 点 検

必 要 工 具 等

シートクッション、テーブル、着替え台固定ネジの確認

〈標準シート・ワイドローシートの場合〉ベルト固定ボルトの確認

〈標準シート・ワイドローシートの場合〉パッド止めネジの確認（パッドにぐらつきがある場合のみ）

点検ステッカー

シートクッション

ボルト（4ヵ所）
ボルト（4ヵ所）

ヘッドパッド
サイドパッド（L） サイドパッド（R）

〈パッドのはずし方〉 ❶パッド下に押し下げ、❷手前に引く。

■サイドパッドの場合 ■ヘッドパッドの場合

テーブル

■標準シート・ワイドローシート ■荷物台 ■体重計台

❷

❷

❶ ❶
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ネジ（4ヵ所）
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『エンジェルNSシートシリーズ』　日常点検・定期点検マニュアル

本社 / 東京営業所 〒 111-0041　東京都台東区元浅草 2-6-7
 TEL.03-5828-7631 FAX.03-5828-7630
　　　大阪営業所 〒 540-0026　大阪市中央区内本町 2-4-16
 TEL.06-6942-0384 FAX.06-6942-0398

体重計台、着替え台には使用しないネジ
穴をふさぐ六角穴付ボルトが付いていま
す。脱落、ゆるみがないかを確認。

①テーブルに傷がないか、印刷された目盛りにはが
れ等がないかを確認。
②台の上にのせるベビースケール等の底部接地部
分にフェルトが貼付されているかを確認。

〈体重計台・着替え台の場合〉六角穴付ボルトの確認

定期点検後、本誌裏表紙チェックシートの他、〈点検ス
テッカー〉に点検日を記入してご利用ください。
また、点検ステッカー追加のご注文（有償）も承ります。

点検ステッカー

弊社では製品をより安全にご使用頂くため、おむつ交換台には注意を促す
〈警告ステッカー〉を製品の付属部品として同梱しております。
このステッカーは製品近く、かつ見やすい位置に必ず貼付してください。
追加のご注文（有償）も承ります。

警告ステッカー

●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。

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。劣化や退色が発生
し破損することがあります。

注
意

六角穴付ボルトを使用しないネジ
穴に取り付けないと、お子様が思
わぬケガをするおそれがあります。

4 そ の 他
点検日の記入

警告ステッカーについて

清掃について

■着替え台■体重計台

六角穴付ボルト（4ヵ所） 六角穴付ボルト（8ヵ所）

〈体重計台の場合〉体重計底部フェルトの確認

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
月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
外観の確認

アジャスターのはずれがないこと 目視・触感

全体のガタつきがないこと 目視・触感

側板とそれにに取り付いている部品（シートクッ
ション、テーブル、踏み台）とのぐらつき 目視・触感

棚板がある場合は棚板のぐらつき。 目視・触感

傷、破損などがないこと 目視

標準シート、ワイドローシート、着替え台などの
張り材の汚れ。 目視

ベルト・バックルの確認（標準シート・ワイドローシートの場合）

バックルに傷・割れ・ガタつきなどがないこと 目視・触感

ベルトのほつれ、損傷がないこと 目視・触感

バックルをカチッと音がするまで差し込み、ベルト
を引っぱってはずれないこと 目視・触感

バックルのロック・解除が確実にできること 目視・触感

ステッカーの確認

傷、破れ、脱落、変色がないこと 目視

内容が読めること（汚れ、落書きなどがないこと） 目視

点検者

承認者

●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

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

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

特記事項

エンジェルNSシートシリーズ 日 常 点 検 チェックシート

毎日または週毎

側板を固定している連結固定ネ
ジ、連結ネジに脱落、ゆるみが
ないか確認。

点検後、取りはずしたサイドパッ
ド、ヘッドパッドを逆の手順で取
り付けてください。

連結固定ネジ、連結ネジの確認（側板にぐらつきがある場合のみ）

標準シート・ワイドローシートの場合
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背板

連結固定ネジ

連結ネジ

連結固定ネジ

背板

背板

側板

側板

側板
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下記チェックシートの右上に年月日をご記入の上、点検を行ってください。記入した後は大切に保管してください。
点検後、本体貼付の点検ステッカーにも、年月日、印をご記入ください。

点検項目 点検方法 対応
方法

年 年 年 年 年 年 年

月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
標
準
シ
ー
ト・ワ
イ
ド
ロ
ー
シ
ー
ト

ベルト固定ボルトの脱落、ゆるみ プラスドライバー
ネジゆるみ止め剤

部品
交換

（注）

シート固定ボルト（4ヵ所）、L字金具
固定ネジ（4ヵ所）の脱落、ゆるみ

プラスドライバー
ネジゆるみ止め剤

棚板固定ボルト（4ヵ所）、L字金具
固定ネジ（8ヵ所）の脱落、ゆるみ プラスドライバー

パッドのぐらつき、パッド固定ネジ
の脱落、ゆるみ プラスドライバー

連結固定ネジ、連結ネジの脱落、ゆ
るみ プラスドライバー

荷
物
台

テーブル固定ボルト（4ヵ所）、L字金
具固定ネジ（4ヵ所）の脱落、ゆるみ

プラスドライバー
ネジゆるみ止め剤 部品

交換
（注）連結固定ネジ、連結ネジの脱落、ゆ

るみ プラスドライバー

体
重
計
台

テーブル固定ボルト（4ヵ所）、L字金
具固定ネジ（4ヵ所）の脱落、ゆるみ

プラスドライバー
ネジゆるみ止め剤

部品
交換

（注）

棚板固定ボルト（4ヵ所）、L字金具
固定ネジ（8ヵ所）の脱落、ゆるみ プラスドライバー

連結固定ネジ、連結ネジの脱落、ゆ
るみ プラスドライバー

六角穴付ボルト（4ヵ所）の脱落、ゆ
るみ 六角棒スパナ

テーブルの傷や目盛りのはがれ 目視 部品
交換

台上のベビースケール等の底部設
置部分のフェルトのはがれ 目視 部品

交換

着
替
え
台

踏み台固定ボルト（8ヵ所）の脱落、
ゆるみ プラスドライバー

部品
交換

（注）
連結固定ネジ、連結ネジの脱落、ゆ
るみ プラスドライバー

六角穴付ボルト（8ヵ所）の脱落、ゆ
るみ

プラスドライバー
ネジゆるみ止め剤

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、下記
サービスセンターまでご連絡ください。

●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

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。

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。

定 期 点 検 チェックシートエンジェルNSシートシリーズ 『エンジェルNSシートシリーズ』

『エンジェルNSシートシリーズ』
日常点検・定期点検マニュアル

プラスドライバー、六角棒スパナ、ネジゆるみ止め剤（取り外し可能なもの）

特記事項

（注） 各部に使用しているネジは、十字穴や六角穴の潰れ、ネジの変形、錆の発生がないか確認を行い、異常を発見した場合は、新品のネジに
交換してください。ネジの締め付けは必ず手動で行ってください。接着剤が必要なネジには忘れずに塗布してください。

保存版

年1回

必 要 工 具 等




