
左手 右手

「キラキラ♡プリンセスルーム」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。

屋根：1個本体：1個

収納袋：1個

ミラー：1個

・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

ひろげ方セット内容

幅約110×奥行約91×高さ約114cm【商品サイズ】

テント本体・屋根・収納袋：ポリエステル　／　ミラー：PETG
収納袋ファスナー：PP　／　ワイヤー保護チューブ：PE
ワイヤー・金具：スチール

【主材質】

約1.1kg【商品重量】

8620品番

●「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。

●収納袋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屋根を外してください。

②ミラーを取り外してください。
④写真を参考に本体を手で持っ
てください。

③本体を写真を参考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。

⑤持つとき、左手は上から押さ
えるように、右手は下から支え
るように持ってください。

⑨右手を内側に倒すと丸くなり
ますので全体を整えてください。

⑥左手を手前に、右手を奥方向
にひねりながら

⑩屋根も同様に、写真を参考に
手で持ってください。

⑦左右の手を近づけてください。

⑪ひねりながら左右を近づける
と丸くなりますので全体を整え
てください。

⑧先に左手をそのまま手前に
ひねります。

⑫本体、屋根、ミラーの順に
収納袋に入れてください。

①本体を収納袋から出して
広げてください。

②ミラーを取り付けてください。※ミラー表面のフィルムは下側
の穴部分から剥がせます。

③屋根を拡げて本体の上にのせ
て面ファスナーを合わせて止め
てください。（6ヶ所）

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。

ミラー

対象年齢

　～ 才3 5

スマートフォン
でも商品情報を
ご覧頂けます。

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がたくさん！

工夫次第で遊び方無限大！

く た お かなら おとな かた おこな

しよう

まもかならよちゅういじこうまえしよう

ほかんかならようみせつめいしょ

取扱説明書



ディズニープリンセス キラキラ♡プリンセスルーム

●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。

●収納袋は「ディズニープリンセス キラキラ♡プリンセスルーム」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。

●テントを強く擦ると、色移りすることがあります。

●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。

202206

●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３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。
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