
「サンリオベビー ころころボールプール」をお買い上げいただきありがとうございます。
安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。

各色6個
カラーボール：30個

形合わせ：5個本体：1個 収納バッグ：1個

チャイム（ICボックス）：1個
※単4乾電池3本使用（別売）

芯板3種：各1枚

セット内容 ・組み立て前に部品の名称と数量を確認してください。

たたみ方 変形した時のなおし方

ひろげ方

幅約120×奥行約97×高さ約76（約40）cm

約0.7kg

【商品サイズ】

【商品重量】

【主材質】

8610品番

本体：ポリエステル　／　チャイム：PP
形合わせ：EVA　／　収納バッグ：PVC
カラーボール・ワイヤー保護チューブ：PE
ワイヤー・金具：スチール

●「本体」をたたむ時に無理な力を加えると枠の中の鉄線が変形
　したり折れたりすることがあります。
●必ず手順通りにたたみ、無理な力を加えないようにしてください。

●収納バッグから本体を取り出す時、広がる勢いで顔や手などにぶつかる恐れがあります。
　広げる時はお子様から離れ、周囲に壊れやすい物がない広いところで必ず大人の方が広げてください。

●付属品が入ったポリ袋をかぶると危険です。
　大人の方が捨ててください。

①本体を広げてボールスロープ上の
　メッシュポケットを整えてください。
　（穴フチを下向きにしてください）

メッシュポケット

①ポケットからチャイムを取り出し、
　ボールスロープから芯板3枚を取り
　出してください。

②本体を図のように平らにたたんで
　ください。
※壁やスキマに立てかけるなど
　一時的にしまうのに便利です。

③写真を参考に本体下側の
　端を手で持ってください。

④U字になるように曲げて
　ください。

⑤そのまま、こぶし同士が前後に
　重なるまで曲げてください。

⑥丸くなりますので、全体を
　整えて収納バッグに入れて
　ください。

②芯板をボールスロープに
　入れてください。（3枚）

③ICボックスの電池ぶたを開けて単4乾電
　池3本を入れてください。
　スイッチを「ON」にしてチャイム音が鳴
　る事を確認してください。

④ポケットに入れたら完成です。

広げる時やたたむ時に、各面周囲のワイヤーがよじれ
て変形する事があります。
変形した時は、次の１か２の方法でなおしてください。

なおし方 １
　たたんだ状態で本体の端を持ち、手首を左右交互に
　ひねるように何度かパタパタと振ってから広げて
　みてください。
　一回で直らない場合は、何度か繰り返してください。

なおし方 ２
　変形した面の周囲のワイヤーを手でなぞってよじれ
　を戻してください。

なおし方 なおし方１ ２

組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。

使用する前は注意事項をよく読んで必ず守って使用してください。

この説明書はいつでも見られる様に必ず保管しておいてください。
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サンリオベビー　ころころボールプール

●長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。

　もし異常がある場合は、使用を中止してください。

●縫製部分を無理に引っ張らないでください。

●ボールは本品以外で使用しないでください。

●収納バッグは「サンリオベビー　ころころボールプール」専用です。他のものを入

　れたりしないでください。

●本体各面の一部にワイヤーの通し口があります、指や棒などを差し込まないでください。

●本体が汚れたときは薄めた中性洗剤を布につけてふいたあと、水でふき取ってください。

●長時間たたんでおくと、シワになる場合があります。

●ポリ袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

●遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。取扱説明書は必ず保管

　してください。

●廃棄の方法：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。
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●火に近づけない事。

注 意

警 告

1.

2.

正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの

日から１年間無料にて修理いたします。

次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。

◆保証書の提示がない場合。

◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。

◆製品の自然劣化・変色。

◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。

◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。

◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。

◆一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。

◆消耗品（タイヤなどの摩耗）

3.

4.

5.

●

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償

しかねます。

本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上

　げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。

　その際「修理品」とケースに明記してお送りください。

※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせて頂きます。

※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。
〔思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください〕

使用上の注意

●安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。

●本体を開くときに顔などを近づけると、思わぬ事故の恐れがありま

　すので、お子様から離れ、周りに十分気をつけてください。

●本体は家具の角など危険なものから十分に離して遊ばせてください。

　本体が転倒した際、思わぬ事故の恐れがあります。

●お子様の一人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。

●組み立ては大人の方が行い、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。

●お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。

●本品は１才～３才のお子様を対象に設計しています。それ以外の

　お子様はご使用にならないでください。

●遊具の目的以外で使用しないでください。

●本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。

●階段、縁側、ベランダなど、転落の恐れのある場所、傾斜のある場所

　では絶対に使用しないでください。

●危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、本品の上

　に乗ったり寄りかかったり、つかまったりしないでください。

●収納バッグや包装用の袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしない

　でください。窒息の危険があります。

●面ファスナーで顔や肌などを強くこすらないでください。ケガの恐

　れがあります。

●ボールの上に乗らないでください。転倒してケガをする恐れがあります。

●ボールを人に向けて投げたりしないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
●充電式（ニカドなど）電池は絶対に使用しないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないで

　ください。

●+－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●遊んだ後は必ずスイッチを切ってください。長く使わない時は電池

　をはずしてください。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、

　医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。

ちょうきかんしよう

しよう ちゅうしばあいいじょう

ぱひむりほうせいぶぶん

しゅうのう せんよう ほか い

ほんひんいがい

よごほんたい

ほんたいかくめん いちぶ とお ぐち ゆび ぼう さ こ

とみずぬのちゅうせいせんざいうす

ちょうじかん ばあい

こんぽうざい すかいふうごふくろ

ふよう はいきくぶん しょぶんしたがかくちほうじちたいばあいほうほうはいき

しよう ほかんかならよとりあつかいせつめいしょ とりあつかいせつめいしょまえあそしよう

れっかはそん おそ ていきてき てんけん

ちゅうい

けいこく

ほごしゃ かた かなら よ ほんしょ ほかん

おも じこ かき かなら まも

ひ ちか こと

せいじょう

つぎ ばあい ほしょうきかんない ゆうりょうしゅうり

ほしょうしょ ていじ ばあい

しようじょう あやま ふとう しゅうり かいぞう こしょうおよ そんしょう ばあい

せいひん しぜんれっか へんしょく

か あ ご ゆそう いどう らっかとう こしょうおよ そんしょう ばあい

かさい じしん すいがいおよ た てんさい ちへんとう こしょうおよ そんしょう ばあい

ほんほしょうしょ しょていじこう みきにゅう じく か か ばあい

ばあい

しようじょうたい せいぞうじょう ふび こしょう ばあい か あ

ひ ねんかんむりょう しゅうり

ほんほしょうしょ

ほんほしょうしょ さいはっこう たいせつ ほかん

か あ てんめい なついん か あ がっぴ きさい ばあい ほしょう

ほんほしょうしょ にほんこくない ゆうこう

こしょうひん しゅうり えんかつ か じんそく おこな しゅうり きぼう さい か あ

てん じさん ほんほしょうしょ せいひん かなら かき ほんしゃあて ちょくせつ おく

さい しゅうりひん めいき おく

せいひんそうふ うんちん きゃくさま ふたん いただ

ほしょうきかん

きにゅういただ こじんじょうほう ほしょうしょ もくてきいがい しよう

けいかご こしょう ゆうりょう しゅうり

いっぱんかていいがい

しょうもうひん まもう

ぎょうむよう しよう こしょう

（しようじょうのちゅうい）

あんぜん はそん へんけい ばあい しよう

ひらほんたい かお ちか おも じこ おそ

こさま はな まわ じゅうぶん き

かぐほんたい かど きけん じゅうぶん はな あそ

てんとうほんたい さい おも じこ おそ

こさま ひとりあそ きけん かなら ほごしゃ あそ

く た おとな かた おこな あそ まえ かなら てんけん おこな

こさま

でんち ごしよう はつねつ はれつ えきも おそ かき ちゅうい

あそ さい かなら かんぜん く た じょうたい しよう

ほんひん さい さい こさま たいしょう せっけい いがい

じゅうでんしき

ふる でんち あたら でんち しゅるい でんち ま つか

でんち ぜったい しよう

こさま しよう

ゆうぐ もくてき いがい しよう

ほんひん しつないよう おくがい ぜったい しよう

ただ

かいだん えんがわ てんらく おそ ばしょ けいしゃ ばしょ

あそ あと かなら き なが つか とき でんち

ぜったい しよう じゅうでん ぶんかい かねつ ひ なか い

きけん たか ほんひん うえ と お ほんひん まんいち

いし そうだん ひふ ふく つ とき みず あら

でんち も えき め はい とき たいりょう みず あらうえ

の よ

しゅうのう ほうそうよう ふくろ あたま かお おお

ちっそく きけん

めん かお はだ つよ おそ

うえ の てんとう おそ

ひと む な


	8610_manual.pdf
	8610_manual.pdf
	8610_manual_2---.pdf

	8610_manual_1.pdf

	8610_manual_1.pdf

