
ENGLISH

Important! Read carefully before use.
Retain for future reference.

WARNING: Do not leave the child unatten-
ded.

—  Do not place the babycare mat near 
open flames or other heat sources such 
as electric radiators or gas fireplaces.

—  Place the babycare mat at a comfortab-
le changing height and on a smooth, 
stable and intact surface. The size of 
the surface should be at least 48x74 
cm (19x29 inches) to provide enough 
support.

—  Do not use the babycare mat if it’s dam-
aged or ripped.

—  This babycare mat does not replace a 
bed. Your child always sleeps safer in 
their own bed or cot.

—  Max. weight 15 kg (33 lb).

中文

重要信息！使用前请仔细阅读。
请妥善保存， 供日后参考。

警告 ： 请不要留下无人照看的孩子。

—  不要让婴儿换衣垫靠近明火或其他热源， 比如
电热器或燃气壁炉。

—  将婴儿换衣垫放在高度适宜换衣、 光洁
稳固、 完整无缺的表面。 表面至少应有
48x74cm(19x29 英寸 ) 大小， 以提供足够的
支撑。

—  如果婴儿换衣垫有破损， 请勿使用。
—  婴儿换衣垫不能作为床的替代品。 孩子在自己

的床或婴儿床上睡觉更安全。
—  最大可承重量为 15 公斤 （33 磅）。

繁中

重要資訊！使用前請仔細閱讀。
請妥善保存，以供參考。

警告：請勿單獨留下孩子。

—  請勿將此嬰兒護墊放在火源或其他熱源(如電暖
器或壁爐)附近。

—  請把此嬰兒護墊放在適當的高度及平穩、完整
無缺的表面上。放置表面的尺寸應至少48x74公
分，以提供足夠的支撐。

—  如果發現此嬰兒護墊受損或裂開，請停止使用。
—  不可將此嬰兒護墊當作床使用。務必讓寶寶睡在

自己的床或嬰兒床上，以確保安全。
—  最高承重量15公斤。

한국어

중요! 사용전 꼭 읽으세요.
참고용으로 보관하세요.

경고:아이를 혼자 두지마세요.

—  기저귀교환매트를 불이나 전열기구 옆에 두지 
마세요. 

—  기저귀교환매트는 기저귀를 편안하게 갈 수 있
는 높이에 두고, 최소 면적 48x74 cm의 평평하
고 부드러운 표면에 두어야 합니다. 

—  흠이 있거나 찢어진 매트는 사용하지 마세요.
—  침대로 사용하지 마세요. 안전을 위해 유아용침

대에서 재워주세요. 
—  최대허용중량15 kg

日本語

重要！ ご使用前によくお読みください。
必要なときにご覧いただけるよう大切に保管して
ください。

警告 ： ご使用中はお子さまから絶対に目を離さな
いでください。

—  ベビーケアマットは、暖炉などの直火や電気・
ガス式の暖房器具の近くに置かないでくださ
い。

—  ベビーケアマットは、 オムツ替えに最適な高
さで、 設置面が平らで、 安定して、 キズが
ない場所に設置してください。 十分なサポー
トを得て安全に使用するためには、 設置面の
サイズは 48×74cm （19×29 インチ） 以上
必要です。

—  ベビーケアマットに傷みや破れが見られる場合
は使用しないでください。

—  このベビーケアマットはベッドの代わりにはな
りません。 お子さまは、 必ず安全なベッド
やベビーベッドで寝かせてください。

—  最大荷重 15kg （33 ポンド）。
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BAHASA INDONESIA

Penting! Baca petunjuk sebelum 
menggunakan.
Simpan petunjuk ini.

PERINGATAN: Jangan tinggalkan anak 
tanpa pengawasan.

—  Jangan tempatkan alas ganti popok bayi 
dekat dengan api terbuka atau sumber 
panas lainnya seperti radiator listrik 
atau perapian gas.

—  Tempatkan alas ganti popok bayi 
pada ketinggian yang nyaman dan di 
permukaan yang mulus, stabil dan 
utuh. Ukuran permukaan minimal 
harus 48x74 cm (19x29 inci) agar kuat 
menopang.

—  Jangan gunakan alas ganti popok bayi 
jika rusak atau robek.

—  Alas ganti popok bayi ini tidak 
menggantikan fungsi tempat tidur. Anak 
akan selalu tidur dengan aman pada 
tempat tidur atau ranjang bayi.

—  Berat maks. 15 kg (33 lb).

BAHASA MALAYSIA

Penting! Baca secara teliti sebelum 
pneggunaan
Simpan untuk rujukan masa hadapan.

AMARAN. Jangan tinggalkan bayi anda 
tanpa seliaan.

—  Jangan tempatkan tikar penjagaan 
bayi berhampiran dengan api terbuka 
atau sumber haba lain seperti radiator 
elektrik atau pendiangan gas.

—  Tempatkan tikar penjagaan bayi pada 
ketinggian menukar yang selesa dan di 
atas permukaan yang rata, stabil dan 
utuh. Saiz permukaan harus sekurang-
kurangnya 48x74 sm (19x29 inci) 
untuk menyediakan sokongan yang 
mencukupi.

—  Jangan guna tikar penjagaan bayi jika ia 
rosak atau koyak.

—  Tikar penjagaan bayi ini tidak boleh 
menggantikan katil. Anak anda 
senatiasa tidur secara selamat di dalam 
katil atau katil bayi mereka sendiri,

—  Berat maksimum 15 kg (33 lb).

عربي

هام !اقرأ بعناية قبل االستخدام.
يرجى االحتفاظ بالتعليمات للرجوع إليها مستقبالً.

تحذير :ال يجب ترك الطفل دون رقابة.

  —ال تضعي مفرش العناية بالطفل بالقرب من 
اللهب المكشوف أو غيره من مصادر الحرارة مثل 

المشعّات الكهربائية أو مواقد الغاز. 
  —ضعي مفرش العناية بالطفل على ارتفاع مريح 
للتغيير وعلى سطح ناعم وثابت وسليم .يجب أال 

يقل حجم السطح عن 74x48 سم 29 × 19) بوصة( 
لتوفير ما يكفي من الدعم.

  —ال تستخدمي مفرش العناية بالطفل إذا كان تالفاً 
أو ممزقاً.

  —هذا المفرش ال يحل محل السرير .طفلك 
سيكون أكثر أمناً عند نومه في سريره أو مهده. 

  —الوزن األقصى 15 كجم 33) رطالً.(

ไทย

ขอ้ความส�าคญั อา่นโดยละเอยีดกอ่นการใชง้าน
เก็บค�ำแนะน�ำนีไ้วใ้ชอ้ำ้งองิ

ค�ำเตอืน หำ้มปลอ่ยใหเ้ด็กอยูต่ำมล�ำพัง

—  หำ้มวำงเบำะรองนอนทำรกไวใ้กลเ้ปลวไฟหรอืแหลง่
ใหค้วำมรอ้น เชน่ ฮตีเตอรไ์ฟฟ้ำหรอืเตำผงิ

—  วำงเบำะรองนอนทำรกบนพืน้ทีเ่รยีบ มัน่คง แข็งแรง 
และมคีวำมสงูเหมำะส�ำหรับกำรเปลีย่นผำ้ออ้ม พืน้ที่
ดงักลำ่วควรมขีนำดอยำ่งนอ้ย 48x74 ซม. (19x29 
นิว้) เพือ่ใหร้องรับเบำะไดพ้อดี

—  หำ้มใชเ้บำะรองนอนทำรก หำกเบำะขำดหรอืช�ำรดุ
—  เบำะรองนอนทำรกไมส่ำมำรถใชแ้ทนเตยีงได ้ควรให ้

เด็กนอนในเตยีงหรอืแปล เพือ่ควำมปลอดภยั
—  น�้ำหนักสงูสดุ 15 กก. (33 ปอนด)์


