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新生児
体重：3kg-15kg
洋服サイズ：50-85cm

新生児
体重：3,5-20kg
洋服サイズ：60-100cm

肩ストラップ
肩パッド：追加装着可
幅：15cm
形状：徐々に細くなる

肩ストラップ
肩パッド：標準装備
幅：8cm　厚み：1,5cm
形状：まっすぐ

腰ベルト
形状：まっすぐ
長さ：60-140cm
幅：7,5cm

腰ベルト取り外し可能（onbuhimo）
形状：人間工学に基づく
長さ：60-140cm
幅：最も広いところが 11cm

腰ベルト
形状：人間工学に基づく
長さ：60-140cm
幅：最も広いところが 11cm

リング
色：シルバー
直径：8cm

高さ
30-38cm

幅
20-42cm

高さ
32-41cm

幅
24-45cm

高さ
30-41cm

幅
24-45cm

長さ
180cm（短い辺）

幅
66cm

肩ストラップ
肩パッド：追加装着可
幅：15cm
形状：徐々に広くなる

リング部分
ギャザー状の仕立て

布の先端
先細りになっている

新生児
体重：3,5-18kg
洋服サイズ：60-100cm

新生児
体重：3,5-18kg
洋服サイズ：50-100cm

+Onbuhimo

抱っこ紐の種類 リマスの抱っこ紐
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肩パッド
ベビーラップの生地でできた細い肩ストラップが好みだけど、長めのお出かけもしたいから

クッションのきいたストラップにもできたらいいな、と思っていませんか？だったら、一つの

抱っこ紐で両方が可能です！

リマスの肩パッドなら、必要に応じて、肩ストラップの小さい入り口を使って簡単に出し入れ

できます。とっても簡単なので、パパもママも快適！

リマスの肩パッドはリマスとリマスプラスの標準装備です。

肩パッド

バックパネル

ベルト通し部分
（トンネル）

腰ベルト

ヘッドレスト

肩ストラップ

リマスの抱っこ紐

追加装着可能な肩パッドで
よりフレキシブルで個性的
な抱っこ体験を！

リマスの抱っこ紐

各部名称と肩パッドの装着方法

1. 消費者のオンライン投票による Consumer Award（World of Moving Kids 部門）で 1 位を獲得しました。 2. ドイツの 3 大日刊紙の 1
つである南ドイツ新聞がおこなった 2017 年の商品テストコンテスト（抱っこ紐部門）で優勝しました。 3. 妊娠前から出産後まで、家族や
子どもに関する情報を扱うドイツの総合情報サイト kidsgo がおこなった 2017 年春の商品テストで、デザイン・取り扱い・質・安全性・
使用時の快適さのすべての点で高評価を得ました。 4. 国際的に権威あるドイツのデザイン賞「ジャーマンデザインアワード 2020（German 
Design Award 2020）」を受賞しました。

1

2

34
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軽量＆コンパクト リマスの特徴

新生児に使える抱っこ紐が欲しい

締め付け感がなく、空気のように軽い抱っこ紐が欲しい

簡単にたためて場所を取らない、コンパクトな抱っこ紐が欲しい

リマスはこんな人に最適です

2 枚重ねのベビーラップ生地でできた

幅広の肩ストラップ

コンパクトなデザインで簡単収納

1 つで 2 色のデザインが楽しめる

完全リバーシブル

腰ベルトはバックルの下も

クッションがきいているからつけ心地快適

腰にかけて徐々に
細くなる肩ストラップ
だから結び目も控えめで邪魔にならない

3kg-15kg 　
50-86（ヨーロッパサイズ）

新生児
（使用できる赤ちゃんの体重とサイズ）

形状：まっすぐ　
長さ：60cm-140cm　
幅：7,5cm

腰ベルト
肩パッド：追加装着が可能　　
幅：15cm　
形状：腰にかけて
            徐々に細くなる

肩ストラップ

30cm-38cm

20cm-42cm
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装 着準 備 が できたら、写
真のようにベルトが外側に
なるように持ち、体に巻き
付けます。

01

バックルを、安全用ゴムルー
プに通してから差し込んで
しっかり留めます。ベルト
のあまりを引いてきちっと
締めます。

02

新生児（サイズ50-62）を
のせる際の装着方法

この装着方法では、リバー
シブルの正面が内側にくる
ようになっています。正面
を外側にしたい場合には、
装着前に腰ベルトをベルト
通し部分（トンネル）の中で
回転させてください。

対面抱っこ*
*LIMASの抱っこ紐は前向き抱っこには適していません。

抱っこされているときに赤ちゃんの足が自然な
M 字型になるよう、ベルト通し部分の幅（シー
ト幅）は、常に赤ちゃんの左右の膝下をカバー
する長さにします。このシート幅は、赤ちゃんの
身長を2で割った程度が目安です。赤ちゃんの
体格に合わせて個別に調整して
ください。シート幅が赤ちゃ
んのサイズに合っているかど
うか定期的に確認し、必要
に応じて広げてください。

ビデオでの装
着方法はこち
らからご覧に
なれます。

ビデオでの装
着方法はこち
らからご覧に
なれます。

赤ちゃんを腰ベルトの位置
に抱き上げ、頭にキスがで
きる高さになるよう調節し
ます。内側に寄せて狭くした
シート幅が、赤ちゃんの左
右の膝下をカバーしている
かどうか確認してください。

03

バックパネル を上げ て赤
ちゃんの背中にかぶせ、肩
ストラップを肩にかけます。
その際、赤ちゃんを左右の
手で交互に支えてください。

04

ストラップを、赤ちゃんの
膝下を通して前に持ってき
ます。

07

赤ちゃんのお尻の下で、2
回結びます。

08

肩ストラップを全体的に同
じくらいの幅になるよう広
げます。

09

少し前かがみになって、
ストラップにゆるみがな
いかどうか確認しましょ
う。その際、赤ちゃんと
ご自身の体の間に余計
な隙間がなく接している
ことが 重 要です。必 要
があれば、肩ストラップ
をもう一度引いて締め
なおしてください。

10

背 中に垂 れた 2 本 のスト
ラップを片手で持ち、下に
強く引きます。

05

ストラップを左右の手で持
ち、背中でクロスさせて、
ピンと張った状態にします。

06

本体を、写真のように、ベルトが表面に
くるように置きます。両手で本体のベ
ルト通し部分を内側に寄せ、赤ちゃん
のサイズに合ったシート幅にします。

01

ヒモの片方をヒモ通しリングに通し、
結びます。反対側も同様にします。

04

バックパネルは、腹部に装着した腰
ベルトの上部から垂れ下がる形にな
ります。

07

ベルト通し部分（トンネル）についた
ヒモと、抱っこ紐本体のヒモ通しリン
グが同じ位置にきます。

03

そのまま腰に持っていき、装着します。

06

腰ベルトを下向きにくるりと回して裏
返します。写真のように、ベルト面
が下になります。

02

これで、バックパネルが短くなり*、
固定されました。では、写真のように
両手でベルト部分を持ってください。

* バックパネルの長さは 38cm あり、その
ままでは新生児の場合、顔が完全に沈ん
でしまいます。そのため、ベルトを折り返
して 30cm にします。

05

使用マニュアル 使用マニュアル
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使用マニュアル

シート幅を調節します。幅は、赤ちゃんの身長を 2 で割った程度が目安です。
56-62 サイズの赤ちゃんの場合、バックパネルを短くする必要があります。

01

おんぶ
ビデオでの装
着方法はこち
らからご覧に
なれます。

ビデオでの装
着方法はこち
らからご覧に
なれます。

装 着準 備 が できたら、写
真のようにベルトが外側に
なるように持って、体に巻
き付けます。

01

バックル を、 安 全 用ゴム
ループに通してから差し込
んでしっかり留めます。ベ
ルトのあまりを引いてき
ちっと締めます。

02

赤ちゃんを腰ベルトの位置
に抱き上げ、頭にキスがで
きる高さになるよう調節し
ます。内側に寄せて狭くした
シート幅が、赤ちゃんの左
右の膝下をカバーしている
かどうか確認してください。

03

2 本の肩ストラップを片手
で、写真のように赤ちゃん
に近い位置で持ちます。赤
ちゃんのお尻の下部分にあ
る腰 ベルトをつか み、赤
ちゃんを横にずらします。
手で交互に支えてください。

04

赤ちゃんがいる側の腕を、
ご自身と赤ちゃんの間に通
して前に出します。

05

腰ベルトをつかんで、もう
一度ずらします。赤ちゃん
が背中の中心にくるように
調節します。

06

腰ベルトの上で肩ストラッ
プを交差させ、赤ちゃんの
膝下を通して再び前に持っ
てきます。

09

前で、2 回結びます。

10

胸ストラップを左右の肩ス
トラップに通します。

11

バックルを留め、ストラッ
プベルトのあまりを引いて
きちっと締めます。

12

肩ストラップがゆるまない
ように両手でしっかり持ち
ながら、頭を左右のストラッ
プの間に滑り込ませます。

07

肩ストラップをピンと張っ
た状 態で持ちながら、赤
ちゃんの膝下を通して後ろ
に持っていきます。

08

腰抱き
使用マニュアル

片手で赤ちゃんを支えながら、もう片方
の手を背中にまわし、逆側の脇下から垂
れている肩ストラップを持ちます。これを、
斜めに引いて、肩から前に垂らします。

04

別の肩ストラップを、赤ちゃんの膝
下を通してお尻の下に持ってきます。
そこで 2 回結びます。

07

腰 ベルトの上に赤ちゃんを座らせ、
バックパネルを上げて赤ちゃんの背
中にかぶせます。 

03

背中に垂らした肩ストラップを、赤ちゃ
んの膝下を通して前に持ってきます。

06

本体を、写真のように体の斜め前に装着
します。バックルを、安全用ゴムループに
通してから差し込んでしっかり留めます。
ベルトのあまりを引いてきちっと締めます。

02

別の肩ストラップを、肩から背中に垂
らします。

05
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リマスの抱っこ紐

1. 妊娠前から出産後まで、家族や子どもに関する情報を扱うドイツの総合情報サイト kidsgo が行った助産婦さんたちによる鑑定で、リ
マスプラスはグレード 1.3 を獲得しました。

1
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多様性＆柔軟性 リマスプラスの特徴

赤ちゃんが少し大きくなった

腰ベルトは幅広がよい

おんぶを頻繁にする

リマスプラスはこんな人に最適です

3.5kg-18kg 　
50-100（サイズ）

新生児
（使用できる赤ちゃんの体重とサイズ）

形状：人間工学に基づいた
            設計
長さ：60cm-140cm　
幅：11cm まで

腰ベルト
肩パッド：追加装着が可能　　
幅：15cm　
形状：肩から腰にかけて
            徐々に広がる

肩ストラップ

肩パッドを追加装着すれば、
肩甲骨の位置までクッションがきいて快適に

肩ストラップを広げて赤ちゃんの
お尻を覆うようにすれば

重心がとれてさらに楽に

取り外し可能なヘッドレストで

アレンジが楽しめるデザイン

人間工学に基づいて設計された
腰ベルトは、バックルの下も
クッションがきいていて快適

パッド部分から下が

扇状に広がる肩ストラップ

30cm- 41cm

24cm-45cm

お気に入りの
ものと組み合
わせることが
できます。
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使用マニュアル

対面抱っこ おんぶ
ビデオでの装
着方法はこち
らからご覧に
なれます。

ビデオでの装
着方法はこち
らからご覧に
なれます。

装着準備ができたら、写真
のようにベルトが外側にな
るように持って、体に巻き
付けます。

01

装着準備ができたら、写真のようにベルト部分が外側になる
ように持って、体に巻き付けます。バックルを、安全用ゴムルー
プに通してから差し込んでしっかり留めます。ベルトのあまり
を引いてきちっと締めます。

01

バックル を、 安 全 用ゴム
ループに通してから差し込
んでしっかり留めます。ベ
ルトのあまりを引いてき
ちっと締めます。

02

腰ベルトの上に、赤ちゃん
を丁度よい高さに座らせ、
バックパネル を上げ て赤
ちゃんの背中にかぶせます。

02

赤ちゃんを腰ベルトの位置
に抱き上げ、頭にキスがで
きる高さになるよう調節し
ます。内側に寄せて狭くした
シート幅が、赤ちゃんの左
右の膝下をカバーしている
かどうか確認してください。

03

2 本の肩ストラップを片手
で、写真のように赤ちゃん
に近い位置で持ちます。赤
ちゃんのお尻の下部分にあ
る腰 ベルトをつか み、赤
ちゃんを横にずらします。

03

バックパネルを上げて赤ちゃ
んの背中にかぶせ、肩スト
ラップをそれぞれ肩にかけま
す。その際、赤ちゃんを左右の
手で交互に支えてください。

04

赤ちゃん側の腕を、ご自身
と赤ちゃんの間に通して前
に出します。

04

背 中に垂 れた 2 本 のスト
ラップを片手で持ち、下に
強く引きます。

05

腰ベルトをつかんで、もう
一度ずらします。赤ちゃん
が背中の中心にくるように
調節します。

05

ストラップを左右の手でピ
ンと張った状態で持ち、背
中でクロスさせます。

06

肩ストラップがゆるまない
ように両手でしっかり持ち
ながら、頭を左右のストラッ
プの間に滑り込ませます。

06

アレンジ：赤ちゃんがお座
りできるようになったら、
よりしっかり固定するため
に、前にもってきたストラッ
プを広げ、赤ちゃんのお尻
を覆いながら反 対側の膝
下に通します。

09

肩ストラップを胸の上で広
げ、反対側の肩ストラップ
に通して前に垂らします。

09

もう片方のストラップも同
様に、赤ちゃんのお尻を覆
いながら反対側の膝下に通
します。左右のストラップ
を背中で 2 回、結びます。

10

ゆるみが生じないように、肩
ストラップは交互に膝の間
に挟んで固定しておきます。

10

肩ストラップを胸の上の位
置で 2 回、結びます。

11

ストラップを、赤ちゃんの
膝下を通して前に持ってき
ます。

07

肩ストラップをピンと張っ
た状態で持ち、赤ちゃんの
膝下を通して後ろに持って
いきます。

07

赤ちゃんのお尻の下で 2 回、
結びます。

08

腰ベルトの上で肩ストラッ
プを交差させ、赤ちゃんの
膝下を通して再び前に持っ
てきます。

08

使用マニュアル
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小さい赤ちゃん用の設定
使用マニュアル

バックパネルの長さを調節して、赤ちゃ
んの頭がしっかり支えられるようにし
ます。バックパネルが赤ちゃんの耳に
届くくらいが目安です。

02

バックパネルの長さはベルトで調節
することができます。

03

両手で本体のベルト通し部分を内側
に寄せ、赤ちゃんのサイズに合った
シート幅にします。このシート幅は、
赤ちゃんの身長を 2 で割った程度が
目安です。

01

リマスの抱っこ紐

1

1. 国際的に権威あるドイツのデザイン賞「ジャーマンデザインアワード 2020（German Design Award 2020）」を受賞しました。
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リマスフレックスの特徴

ひもを結んだりすることなく、素早く装着できる抱っこ紐が欲しい

おんぶが好きで、おんぶ紐（バックル式）としても使いたい

バックル付きでクッションのきいた抱っこ紐が欲しい

子どもが小さいうちに次の妊娠をしたが、その際にも抱っ紐を使いたい
（腰ベルトなしで Onbuhimo として）

リマスフレックスはこんな人に最適です

3.5kg-20kg 　
50-100（サイズ）

新生児
（使用できる赤ちゃんの体重とサイズ）

形状：人間工学に基づいた
            設計
長さ：60cm-140cm　
幅：11cm まで

腰ベルト（取り外し可能）
肩パッド：標準装備　
幅：8cm　
厚み：1.5cm
形状：まっすぐ

肩ストラップ

バックル付きで

クッションのきいた肩ストラップ

手軽＆フレキシブルに
調整可能だから、好奇心旺盛な

赤ちゃんにもぴったり

取り外し可能なヘッドレストで

アレンジが楽しめるデザイン

人間工学に基づいて設計された
腰ベルトは、バックルの下も
クッションがきいていて快適

腰ベルトを外しておんぶ紐
（バックル式）としても使用可能

高さ
32cm- 41cm

身軽＆フレキシブル

+Onbuhimo

幅
24cm-45cm
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対面抱っこ おんぶ
ビデオでの装
着方法はこち
らからご覧に
なれます。

ビデオでの装
着方法はこち
らからご覧に
なれます。

生後 6-8 か月から、または赤ちゃんがお座りができるように
なったら、肩ストラップをバックパネルに固定することがで
きます。そうすることでバランスがとれ、肩と腰への負担が
軽減されます。

01

ベルト通し部分を寄せて、
赤ちゃんの左右の膝下をカ
バーする幅になるよう調整
します。

02

バックルを、安全用ゴムルー
プに通してから差し込んで
しっかり留めます。ベルトのあ
まりを引いてきちっと締め、
隙間ができないようにします。

04

装着準備ができたら、抱っこ
紐を体に巻き付けます。小さ
い赤ちゃんの場合には、腰ベ
ルトをウエストの位置に固
定することをお勧めします。

03

赤ちゃんを抱っこ紐から降
ろすときには、肩ストラップ
のベルトをゆるめます。そ
の後、背中の胸ストラップ
を外します。

10

必要に応じて、肩ストラッ
プの上のベルトも引いてく
ださい。

09

赤ちゃんをお腹の真ん中で
抱っこします。

05

バックパネル を上げ て赤
ちゃんの背中にかぶせ、肩
ストラップに腕を通します。
その際、赤ちゃんを左右の
手で交互に支えてください。

06

首の後ろに手をまわし、胸
ストラップのバックルを留
めて、ベルトのあまりを引
きます。

07

次に、肩ストラップをしっ
かり引きます。

08

すべてのベルトを少しゆるめ、さらに
腰ベルトを少しゆるめます。背中の胸
ストラップはそのままにしておきます。

02

まず、対面抱っこをします。

01

赤ちゃんを腰にずらし、その後さら
に背中にまわします。

05

もう一方の腕を、肩ストラップから下
に出します。

04

赤ちゃんの位置をもう一度調整し、す
べてのベルトをしっかり引きます。

07

一方の腕を、写真のように、肩ストラッ
プから上に出します。

03

肩ストラップに腕を入れます。

06

使用マニュアル 使用マニュアル
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使用マニュアル

小さい赤ちゃん用の設定
使用マニュアル

Onbuhimo（バックル式）

生後 6‐8 か月未満、または赤ちゃんがまだ一人でお座りができないときには、肩
ストラップをベルト通し部分（トンネル）から出ている下のベルトに固定します。
そうすることで、赤ちゃんの背中に不必要な隙間ができるのを防ぐことができ、赤
ちゃんにとって健康的な姿勢を保つことになります。

01

肩ストラップのアジャスターベルトを
引いて、バックパネルを短くします。

03

ベルト通し部分を寄せて、赤ちゃん
の左右の膝下をカバーする幅になる
よう調整します。

02

肩ストラップを、上のアジャ
スターベルトを引いて短く
します。

03

肩ストラップを、ベルト通
し部分から出ているベルト
に固定します。

02

腰ベルトをベルト通し部分
（トンネル）から引き抜きま

す。

01

バックパネルを、下のアジャ
スターベルトを緩めて、一
番長い状態にします。

04

写真のように、本体を椅子
やソファー、ベンチなど座
ることのできる場所に置き
ます。

05

抱っこ紐の下辺が 1 手幅分
（10 ㎝ほど）余るように赤

ちゃんを座らせ、ベルトを
赤ちゃんの足に通します。

06

赤ちゃんに背 中を向けて
しゃがみ、肩ストラップに
腕をいれます。

07

もう一度、肩ストラップを
引きます。肩ストラップは
引けば引くほど、赤ちゃん
の位置が高くなります。

10

軽く前かがみになって、胸
ストラップを留め、肩スト
ラップを少し引きます。

08

本体の下 辺をご自身の背
中と赤ちゃんの間に押し込
み、袋状にします。

09
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リマスの抱っこ紐
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伝統的＆多様性 リマスリングスリングの特徴

赤ちゃんが抱っこ紐から出たり入ったりするのが好きで、頻繁に付け外しする

簡単に折りたためて収納できる、コンパクトでシンプルな布タイプの抱っこ紐が欲しい

リングスリングを愛用している

リマスリングスリングはこんな人に最適です

3kg-18kg 　
50-100（サイズ）

新生児
（使用できる赤ちゃんの体重とサイズ）

ギャザー状に
縫い付けられている

リング部分の布

先細りになっている

布の先端

色：シルバー
直径：8cm

リング

ギャザー状に縫い付けられているから、
肩部分を広く覆うことができる

小さくてコンパクト
だから収納も簡単

対面抱っこも腰抱っこも

フレキシブルに変更可能

リング部分の布を緩めるだけで

授乳も簡単

装着はすばやく簡単

長さ
180cm（短い面）

幅
66cm
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使用マニュアル

リマス リングスリング

別の手で布を持ち、背中を斜めに覆
うようにします。

02

リングを肩にあてます。

01

布を 2 つのリングに下から通します。

05

スリングの形を整え、きちんと装着
します。リングは鎖骨のあたりに位
置するようにします。

08

赤ちゃんを肩の位置に抱きあげ、ス
リングの下に手を入れて赤ちゃんの
足を招き入れます。赤ちゃんは布束
の上に座った状態になります。

09

布を胸の前に持ってきて、ギャザー
を寄せながら束にします。

04

布を折り返し、下のリングに通します。
その際、ねじれないようにしてくださ
い。

07

写真のように、布の下辺を持ち、上
に引き上げて布を裏返します。

03

2 つのリングを上下に離します。

06

ご自身と赤ちゃんの間に手を入れ、布
のあまりを上に引きあげます。

11

赤ちゃんを腰の上で抱っこし、ポーチ
となる布の上端（トップレール）を赤
ちゃんの首のあたりまで引きあげます。

10

完成！

14

赤ちゃんを正面で抱っこすることもで
きます。

14

次に、布を上から順に、少しずつつ
かんで引いていきます。

13

赤ちゃんをおろす際には、下のリン
グを上げて、スリングを緩めます。

13

ポーチの上端（トップレール）を、写
真のように、赤ちゃんの方向にしっ
かり引きます。

12
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お手入れ
使用前には毎回必ず、本製品を点検・確認してください。
破損や欠損がある場合には使用しないでください。

素材

本体布地：オーガニックコットン *100％

ヘッドレスト（柄なし）：オーガニックコットン 100％

ヘッドレスト（柄付き）：コットン 100％
* 合成肥料や化学殺虫剤、落葉剤、遺伝子組み換え生物を使用しないなど、厳しい有機農法の基準に従い、しっかり管理されて生産された綿。

初めてのご使用時

リマスの抱っこ紐は、購入後すぐに使用することができます。

使用前に洗濯をする必要はありません。

お手入れ方法

・おしゃれ着用洗剤（中性洗剤）を使い、30 度で洗濯します。漂白剤は使用しないでください。

・洗濯前にすべてのバックルを留めてください。

・洗濯ネットを使用してください。

・乾燥機は使用しないでください。

・腰ベルトはアイロンをかけないでください。

安全上のご注意
注意！使用前に必ず本使用マニュアルをよく読み、

使用中も必要なときにすぐに取り出せる場所に保管してください。

・リマス抱っこ紐やリマススリングリングなどの本製品を使用する前には、
　必ず本使用マニュアルをよく読んで正しくお使いください。

・着用者は、自身の動きまたは赤ちゃんの動きによってバランスを崩すことがあります。

・前かがみや横曲げの姿勢、または寄りかかる際には注意してください。

・サイクリングやスキー、乗馬など、スポーツやそれに準ずる活動を行う際には
　本製品を使用しないでください。

・赤ちゃんが抱っこ紐に乗っている間は、腰ベルトを絶対に外さないでください。
   バックルはカチッと音がするまで差し込んでしっかり留めてください。

・抱っこ紐を結んで使用する場合には、肩ストラップの結び目が自然にほどけてしまわないよう、
　2 回結んでください。

・どんなときでも赤ちゃんが自然な呼吸ができることを確認してください。

・未熟児や低体重の乳児、健康上の問題のあるお子さんの場合には、使用前に医者に相談してください。

・窒息の危険性－赤ちゃんの頭が赤ちゃん自身の胸に沈んだ状態にならないよう気を付けてください。
　呼吸が著しく困難になったり、窒息の危険性があります。

・赤ちゃんの様子に常に気にかけ、口と鼻がふさがれていないか確認してください。

・転落防止のために、赤ちゃんがベビーラップまたはリングスリングの中できちんと座った状態でいることを
　確認してください。

・首がすわっていない赤ちゃんには、ヘッドレストを使用することをお勧めします。

・ベビーラップまたはリングスリングを使わないときには、赤ちゃんの手の届かないところに置いてください。

・熱や火を発生する器具の使用時や、温かい飲み物をこぼすなど、家庭内での危険に十分気を付けてください。

・赤ちゃんが動けば動くほど、ベビーラップからの転落の危険性が高まります。

・ベビーラップに損傷がある場合には使用しないでください。
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