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Instructions for the Boori Urbane Yarra(York) cot 3 in 1 (BUJ-YC3)

Cot Hardware and parts list 金具とパーツ

スライド枠 キャップ 穴埋め 穴埋め 穴埋め 床板用ボルト (4本）

工具(2コ） I ピン (4コ） ナット (4 コ） ボルト (8本） ボルト (4本） ボルト (4本） 後枠取付用ボルト (4本）

18mm 23mm 40mm 70mm 
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※組立てる前に内容と
本数を確認して下さい。

実寸

1 X後枠
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---B スライド枠ピン］

0-一上段ボルト穴

1 Xスライド式前枠 ---B 

I .. ' 下段ボルト穴

2 X妻枠

1 X床板
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Boori Urbane CotBed assembly instructions 取扱説明書 ぐシ厘目
【取扱説明書】 （重要）
組み吃てる際には、 必ず取扱説明書をお読みになり、 安全のため組み吃て説明書の通りに組み吃てて下さい。
この説明書は必要な時にご覧になれるよう大切に保管して下さい。
＊組立て、 解体は、 お二人で行ってください。
＊組立て、 解体は電動ドライバーを使用しないで下さい。 商品についている六角レンチをご利用下さい。

万がーボルト頭部にバリが発生した場合そのボルトは危険なので使用しないで下さい。
【使用上の注意】
＊ご使用の前に金具及び、 ネジ類のゆるみがなく締まっているかをご確認下さい。 また定期的に確実に取付

られているかを点検してください。 金具、 ネジ、 パー ツを紛失、 破損した場合は、 ブーリ製品専用の物を
お買い求め下さい。

＊乳幼児用ベッドとして使われる際には出生後24 ヶ月以内の乳幼児がご使用下さい。
＊床板の高さが調節式の乳幼児ベッドの場合、 転倒防止のため乳幼児がつかまりセちできるようになった場合

は、 床板上面から上桟までの高さが60cm以上になるように調整してご使用下さい。 お子様の成長に合わせて
早めに調整をして下さい。

＊保護者が乳幼児用ベッドから離れるときは、 スライド式の前枠は、 所定の位置に必ず固定して下さい。
＊キャスタ ー （稼働防止装置）付きの場合は、 使用時に固定して下さい。
＊脚先端は木材磨き加工です。 フロ ーリング床などでご使用に際は付属のフェルトをお手数ですが

脚に合わせ切り、 貼り付けてご使用ください。
＊乳幼児ベッドの外側および内側には、 乳幼児が足をかけるようなものを置かないで下さい。
＊ストー ブ等の危険物の付近では乳幼児ベッドを使用しないでください。 傾斜のない水平、 平たんで

安全な場所で設置して下さい。
＊乳幼児ベッドの周辺、 お子様の手の届く範囲に、 小さなおもちゃやひも類等、 または顔を覆うような恐れの

ある危険なものを置いたり、 取り付けたりしないでください。
＊ベッドの枠に腰掛けたり、 ぶら下がったり、 揺さぶったりしないで下さい。
＊破損、 故障等した状態でご使用にならないで下さい。
＊同時に2人以上でご使用にならないで下さい。
＊お子様の頭のサイズが桟の組子間及び組子と支柱の間隔より小さい場合は、 十分注意してご使用下さい。
＊敷き布団類は、 枠との隙間を生じないもので、 適当な固さを有するものを使用して下さい。
【推奨マットレス】
＊マットレスや敷き布団が枠とすき間が生じると危険ですので、 ブーリ専用マットレスを推奨致します。

【SGマ ー ク補償制度の対象】
＊本製品はSGマー クを取得しています。

SGマー ク補償制度の対象となるのは、 乳幼児ベッド本体だけであり、 マットレス、 布団等がついている場合
はそれらは対象外となります。
本製品は改善や改良が行われているため、 一部の部品やパー ツが本書の図と異なる場合あります。

【返品及び交換について】
• お客様のご都合によるご返品にはご対応できかねますので予めご了承下さい。
・ 不良品があった場合は商品到着後7日以内にご連絡下さい。
それを過ぎますと返品交換のご要望はお受けできなくなりますので、 ご了承下さい。
・一度開封された商品（開封後不良品と分かった場合を除く）
お客様の責任でキズや汚れが生じた商品の返品はお受けできません。
・ 万が一発送中の破損、 不良品、 或いはご注文と違う商品が届いた場合のみ返品を受け致します。
・ 当店の在庫状況を確認の上、 新品、 又は同等品と交換させて頂きます。
※商品到着後、 中身のご確認をお願い致します。
※自然木を使用しております木製品につきましては色、 柄等写真と異なる場合がございます。
フシ・ 木目・ 目立たない小さいキズは、 天然木性質上、 対応できかねますので予めご理解下さい。
【返品の送料＊手数料の負担について】
不良品の際は返品送料をこちら負担致します。
【保証について】
ベビーベッド本体が2年保証です。
但し、 次の場合は保証期間内でも有料になります。
•お客様の誤った組立て、 ご使用等による破損
•お買い上げ後の落下、 運送などによる故障または破損
•一般家庭以外で使用された場合の破損
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