
「あそびと知育のボールハウス」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。

収納袋：1個屋根：1個テント本体：1個 カード：9枚

表

上段 中段 下段裏

チャイム（ICボックス）：1個
※単4乾電池3本使用（別売）

カラーボール：100個
※内4個はダーツボール

底板：1枚

芯板：3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。

ミッキー&フレンズ　あそびと知育のボールハウス

●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。

●ボールはテント以外で使用しないでください。

●収納袋は「ミッキー&フレンズ あそびと知育のボールハウス」専用です。他のもの

　を入れたりしないでください。

●テント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。

●テント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。

●テント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。

●テント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。

　テントが転倒した際、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２才～５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。

●収納袋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。

●ボールは人や動物などに向けて絶対に投げないでください。失明や

　ケガの危険があります。

《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。

幅約99×奥行約88×高さ約106cm
約1.7kg

【商品サイズ】
【商品重量】

8401品番

【主材質】　　テント本体・屋根・底板・収納袋：ポリエステル　／　チャイム・収納袋ファスナー・芯板：PP
　　　　　　カード：紙　／　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

対象年齢
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テント遊具はままごとやお店屋さん、ひみつ基地などのごっこ遊びにも最適です。
ごっこ遊びは社会性やコミュニケーション能力の成長のきっかけになります。

付 属 の 遊 び 以 外 に も 遊 び 方 無 限 大 ！
 あそび と 知育 2 つ楽しめる！ あそび と 知育 2 つ楽しめる！

スマートフォン
でも商品情報を
ご覧頂けます。

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。

取扱説明書
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〈変形した時のなおし方〉

「テント本体」「屋根」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。

●収納袋からテントを取り出す時、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。
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。

たたみ方ひろげ方

●取扱説明書の写真と実際の商品とは色など多少異なります。ご了承ください。

〈遊んだ後の
　　　おかたずけ〉
一時的にしまうのに便利です。

本体の対角を合わせるようにたたんで
ください。
※角の下側○印のあたりを押してたた
んでください。

平らになるので壁や家具のスキマに
立てかける事が出来ます。

面ファスナーを外して屋根を取り外
してください。

② ③①

持ち運ぶのに便利です。

〈収納袋に入れる時〉 ●ICボックスを取り出してください。 ●芯板3枚と底板を取り出してください。●カード9枚を取り出してください。

●ボールをテントから出して、ボール
　収納袋に入れてください。

●上記の「遊んだ後のおかたずけ」を
　参考に本体を平らにしてください。

ICボックスを収納する時は裏側のスイッチを
「OFF」にしてください。
長く使わない時は電池を取り出してください。

そのまま、こぶし同士が上下に重な
るまで曲げてください。

横から見ると写真のような形に下か
らせり上がってきます。

U字になるように曲げてください。写真を参考に本体下側の角を手で持
ってください。

③ ④②①

全体を整えて収納袋に入れてください。 次に屋根をたたみます。
写真のように左手は上から、右手は
下から支えるように持ってください。

更に右手をたたみながら奥に入れると
たためます。

せり上がってきた部分を床に置いて
写真のように閉じてください。

⑦ ⑧⑥⑤

広げる時やたたむ時に、テント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
　たたんだ状態でテントの端を持ち、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。

ONON

カードカード

下側角を内側から
押して広げる
下側角を内側から
押して広げる

なおし方 なおし方1 2

収納袋に入れてください。
（芯板、底板、カード、ICボックスも）

弊社ホームページでもテントの
たたみ方を動画でご紹介しています。

たたみ方１ たたみ方２
そのまま左右の手を近づけると丸く
なります。

左手を手前に、右手を奥方向にひね
ってください。

⑪⑩⑨

メッシュカゴを整えて、スロープに芯
板（外側2箇所、内側1箇所）を入れて
ください。

芯板上段 芯板中段芯板下段

内側は写真のようにスロープを立てて
芯板を軽く曲げながら入れてください。

続けて本体を完全に広げてください。
※角の下側○印のあたりを内側から
押して広げてください。

収納袋から本体を取り出して開いて
ください。

③ ④②①

入り口横のポケットにICボックスを
入れてください。

カードをポケットに入れて屋根を付け
たら完成です。

IC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。

一番下の木箱に底板を入れてください。 ⑦ ⑧⑥⑤

チャイム 蓋付きポスト 的当て

カード遊び（数合わせ、果物カード） ボールスロープ ボールシャワー

チャイム 蓋付きポスト 的当て

カード遊び（数合わせ、果物カード） ボールスロープ ボールシャワー

パパッと収納！

いつもの片付けは
パタンとたたんで
壁に立てかけ！

エントツにボールを
いっぱい入れたら
あとは一気に蓋を
開けてボールシャワー！

ねらった数字に
当たるかな？

ドナルドに
当てないで！

たくさん転がしてね。

いくつ転がって
きたかな？

「5」のポケット
には、どのカード
かな？

「7」のポケットには
何が入ってるかな？
「りんご」？
「すいか」？

誰にお手紙かな？

ミッキーいるかな？

バッグに入れる時も
ポップアップ式だから
コツをつかめば
クルッと簡単！

サッとたためる！ パパッと収納！サッとたためる！

芯板中段メッシュカゴ

注）注）写真は商品の使用イメージです。手紙は商品に含まれていません。写真は商品の使用イメージです。手紙は商品に含まれていません。
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