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組み立て説明
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敷きもの（マットレス）の使用は警戒線を越さないように。

組み立て説明

警戒線  

Ver 2.0

pull this end to adjust the
height of the net pocket’
base.
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この端を引いて、ネット
ポケットのベースの高さ
を調整します。

Push
押す

Push
押す

Pull
引く

Release
リリース



おむつ交換台として
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収納として

ネットを下段に移動。

ネットは収納になります。トレイは作業台として使用できます。

ネットを下段に収納した状態。
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収納として

⑧は別売りです。
トレイを3枚付けると
収納シェルフになります。
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Warranty  against  defects

For Australia only (updated 01/16/2019)

Boori Australia Pty Ltd

PH:(61 2) 9833 3769  FAX:(61 2) 9673 4240
ABN: 43 160 962 354

Boori Care Instructions

Congratulations and thank you for choosing Boori product(s). The furniture you have purchased is
constructed from high quality materials for strength and durability. Here are some tips on how you
can preserve its beauty for a long time.

1. Do not expose furniture to strong sunlight, direct heat sources, extreme changes in temperature
    or moisture.
2. Wipe up spills immediately with a soft, clean cloth.
3. Urine spills on furniture can cause discolouration.
4. Clean furniture by wiping the surface with a soft cloth dampened with water.
5. If necessary clean furniture using a mild soap solution and wipe clean with a soft cloth
    dampened with water and then dry with soft clean cloth.
6. Do not use strong household cleaners.
7. Always wipe in the direction of the grain in the wood do not wipe in a circular motion.
8. Avoid contact with sharp objects, or containers containing hot liquid.
9. Avoid contact with ‘rubber feet’ on items such as radios, computers, telephones etc. Use a felt
    mat (not plastic) to protect furniture surfaces.
10. Do not open more than one drawer at a time.
11. When moving furniture do not drag, always lift and place in position.          
         
  

All Boori Collection wood products (“Boori Wood Products”)  carry a full three (3) years 
manufacturer’s warranty (“Warranty Period”) to the end-purchaser (“the Customer”) as testimony 
to the quality and longevity of the range. This warranty excludes general wear & tear and damage 
caused, by the Boori Product not being used in accordance with its instructions or the care 
instructions. During this Warranty Period Boori Australia Pty Ltd (ABN 43 160 962 354) (“Boori”) 
will replace or repair any defective part. In the event of a Boori Product being replaced, as a whole 
unit or part thereof during the Warranty Period, the warranty on the replacement will expire three (3) 
years from the original purchase date.

This guarantee excludes accidental damage, misuse and or improper transporting and handling. 

Boori Warranty (“this Warranty”)
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The warranty is void if the original Boori Product has been altered in design or colour in anyway.

All warranty claims must be lodged:

1.    at the place of original purchase as set out on your receipt for purchase of the Boori
        Products or you may contact Boori on 9833 3769 to obtain further details;and 

2.    together with a proof of purchase.

Where the Customer makes a claim pursuant to this Warranty, all expenses incurred in sending the
Boori Products to Boori are the Customer’s responsibility.

Boori’s liability in respect of a breach of a consumer guarantee or any warranty made under this
Warranty for any Boori Products not of a kind ordinarily acquired for personal, domestic or
household use is limited, in relation to the Boori Products to the extent permissible by law and at it’s
option to: 

1. replacing the Boori Products or the supply of equivalent Boori Products;

2. the repair of the Boori Products; 

3. the payment of the cost of replacing the Boori Products or of acquiring equivalent goods; or 

4. the payment of the cost of having the Boori Products repaired.

To the extent permitted by law, all other warranties whether implied or otherwise, not set out in this
Warranty are excluded and Boori is not liable in contract, tort (including, without limitation,
negligence or breach of statutory duty) or otherwise to compensate the Customer for:

1. any increased costs or expenses;

2. any loss of profit, revenue, business, contracts or anticipated savings;

3. any loss or expense resulting from a claim by a third party; or

4. any special, indirect or consequential loss or damage of any nature whatsoever caused by
 the Customer’s failure in complying with its obligations.            
                  

In the following paragraph, ‘Our’ means ‘Boori’, ‘You’ means ‘the Customer’ and ‘goods’ means
‘Boori Products’:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. 
You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other 
reasonably foreseeable loss or damage.  You are also entitled to have the goods repaired or 
replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major
failure.

The benefits given to the Customer in this Warranty are in addition to other rights and remedies
under a law in relation to the Boori Products to which this warranty applies.   

Limitations on Warranty Disclaimers
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商品の保証とお手入れの方法について

この度はBoori製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

当社の製品は品質の高いアロウカリア材を始め、天然の素材をふんだんに使用しています。
そのため商品ごとや部品ごとに木目やバラツキがございます。また多くの工員が手作業で組立や塗装
工程を経て製造していますので、つなぎ目や仕上げにおいても個性がございます。
これはご使用いただくにあたり、安全面を含めなんら差支えございません。
Booriが主に使用しているアロウカリア材は非常に柔らかい材木です。この素材はお子様が頭をぶつけ
ても衝撃を軽減するために選んでいる材木です。その同時に少しのダメージでも表面に傷がつくことがご
ざいます。非常にデリケートな材木ですので、お取扱いには十分ご留意ください。
お子様が成長されてからも素材の美しさと耐久性をそのまま保ち、継続してご使用いただくために、
以下の注意点をお読みいただいたうえで、お手入れを行なってください。

１　 高温多湿・直射日光はお避けください。また熱くなったものを直接置かないでください。
２　 家具を拭く際は、清潔で柔らかい布地をご使用ください。
３　 尿などが家具に付着すると、変色する恐れがあります。
４　 家具についた水分は、柔らかい布地で拭き取るようにしてください。
５　 洗剤は刺激の少ない中性洗剤をご使用ください。布地を水で湿らせて、拭いた後は必ず乾いた

  清潔な布地で水分を拭き取ってください。
６　 塩素成分の強い洗剤やシンナーなどを絶対に使用しないでください。
７　 木目に沿って拭いてください。
８　 鋭利な物、熱湯が入った容器などを家具に直接置くことは避けてください。
９　 電話機、パソコンなどの電化製品は、布製のマットを敷いてから置くようにしてください。
10　引き出しを同時にたくさん開けないでください。（チェストについて）
11　家具を移動させる際は、床を引きずらないでください。

 また家具は常に安定した場所に設置してください。

全てのBoori製品は、このお手入れの方法に留意し、ご使用いただいた場合にのみ、ご購入いただい
てから3年間の品質保証を致します。
保証期間中、製品不備による部品の交換・修理は無料で提供いたします。
ただし、日常利用による損傷、突発的な事故による損傷、天変地異による損傷、移動時の不注意
による損傷、お手入れの方法にある注意点、取扱説明書の注意点を守らずご使用いただいた場合な
どは、たとえ保証期間内であっても無料保証の対象外となります。



商品の保証とお手入れの方法について

この度はブーリベビー家具をお選びいただきまして、誠にありがとうございました。
製品の使用方法、ご質問、不具合などがございましたら恐れ入りますが下記　フリーボイスまでご連絡
ください。

保証期間 ベビーベッド・家具本体:3年 / マットレス、家具付属品:1年

お買い上げ日 年 月 日

お客様名

販売店

ブーリジャパン株式会社
カスタマーセンター

　0120-949-390
（土日祝除く平日10:00～18:00）

■保証規定
・保証期間内に、お客様の正常なご使用状態において発生した不具合については無償にて、当該製
品の修理または交換をさせて戴きます。
・保証規定は日本国内のみに適用されます。

ブーリでは天然無垢木で、デザイン豊かなベビーベッドをひとつひとつ自社工場で生産しています。
無垢木は天然素材…色合い、木目、文様は木本来の特性で、使用していくほどに深まりも増してまいり
ます。また、ブーリの無垢木は木の中でも柔らかい素材。それは、予測のできない動きの赤ちゃんが誤って
ぶつかった時少しでもその衝撃を和らげられたらというブーリ創業以来の想いです。
このような天然無垢木が持つ自然な風合いと特徴をどうぞ、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

ブーリジャパン株式会社
東京オフィス
〒141-0031
東京都品川区西五反田7-22-17TOCビル5F
Tel:03-6420-0024　Fax:03-6420-0025
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