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ENGLISH

IMPORTANT! 
READ AND 
FOLLOW 
THESE IN-
STRUCTIONS 
CAREFUL-
LY AND KEEP 
FOR FUTURE 
REFERENCE.
This safety barrier is designed for 
structurally sound doorways and at the 
bottom of stairs, fits openings from 73 
cm (28.3/4”) to 87 cm (34.1/4”). With 
additional extensions the safety barrier 
will fit openings up to 100 cm (39 3/8”). 
This safety barrier is suitable for use with 
children up to 24 months.

WARNING - Incorrect installation can be 
dangerous.
WARNING - Do not use the safety barrier if 
any components are damaged or missing.
WARNING - The safety barrier must not be 
fitted across windows.
WARNING - Never mount this gate at the 
top of a stairway, because the bottom 
rail might cause tripping hazards and 
depending on the different wall materials/
textures the gate might slide and fall.
WARNING - Never use without wall cups 
when using 2 or 3 extensions.

For the safety of your child:
If the safety barrier is used at the bottom 
of the stairs, it should be positioned at the 
front of the lowest tread possible.
This safety barrier has a manual closing 
system.
Always keep the gate in a closed and 
locked position. Check that the safety 
barrier is correctly closed.
To prevent risk of injury from falls, 
instruct children not to climb over the 
safety barrier. Be aware of hazards 
associated with children using the safety 
barrier.
Only original additional or spare parts 
from the manufacturer or distributor must 
be used.
This safety barrier is for domestic use 
only.

Care and maintenance:
The safety barrier should be checked 
regularly to ensure that it is secure and 
functioning in accordance with these 
instructions.
Wipe clean with a cloth damped in mild 
cleaner.

Complies with EN 1930:2011.

中文

重要信息！阅读和
遵循以下说明。保
留此信息，以便日
后需要。
该安全门栅适用于结构稳固的门廊和楼梯底部，
宽度在 73cm（28.3/4 英寸）至 87cm（34.1/4 英
寸） 之间。 若采用加长件，该安全栅适用的最大
宽度可达 100cm（39 3/8 英寸）。 该安全栅适用
于 24 个月以下的儿童。

警告 - 不正确的安装可能引发危险。
警告 - 如发现任何零件损坏或丢失， 请勿使用本
安全栅。
警告 - 请勿将此安全栅用于窗户。
警告 - 请勿将该安全门安装在楼梯顶部， 因为底
杆可能造成绊倒的危险，且不同的墙壁材料 / 纹理
可能导致安全门滑动并脱落。
警告 - 当采用 2 或 3 个加长件时，如没有墙面杯形
固定装置， 请勿使用该产品。

为了您孩子的安全
如果安全栅装在楼梯底部， 则应尽可能安装在最
低一级台阶前面。
该安全栅可手动关闭。
应始终将该门保持在闭锁位置。 请检查安全栅是
否扣紧。
告知孩子切勿攀爬安全栅， 防止掉落受伤风险。
请注意儿童使用安全栅的安全隐患。
仅可使用制造商或经销商提供的原装附加件或备
用部件。
该安全栅仅用于室内家用。

保养和维护
应按照如下说明， 定期检查安全栅， 确保其稳固
并能正常使用。
用布块沾中性清洁剂充分擦洗。

符合 EN 1930:2011 标准。

繁中

重要訊息！請詳
細閱讀說明書，並
妥善保管，以供參
考。
此兒童安全門適用於寬73-87公分的門口和樓梯
間，搭配延伸配件，可安裝在寬度100公分的門
口。此兒童安全門適合6-24個月幼兒使用。

警告！錯誤的安裝可能造成危險。
警告！如有零件受損或遺失，請勿使用此兒童安
全門。
警告！請勿將此兒童安全門安裝於窗戶邊。
警告！請勿將此兒童安全門安裝在頂層樓梯，以
免因底部橫桿造成絆倒的危險，也可能因不同的
牆壁材質，使安全門滑動及掉落。
警告！安裝2或3組延伸配件時，須加裝牆壁固定
配件。

為了安全考量：
如需在底層樓梯使用，應將此兒童安全門安裝在
最下面一個階梯的前方。
此兒童安全門附手動關閉裝置。
務必使兒童安全門保持關閉及上鎖的狀態。確保
安全門正確關閉。
教導孩子不可攀爬此兒童安全門，以免發生跌落
危險。使用此兒童安全門時，格外留意兒童使用
安全門可能發生的危險。
如欲更換零件，請與IKEA客服人員連繫。
此安全門僅能做為家庭用途。

保養與維護：
定期檢查兒童安全門是否牢固，並確認門鎖裝置
是否操作正常。
請使用抹布沾溫和清潔劑擦拭乾淨。

符合標準EN 1930:2011。
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한국어

중요 - 참고용으로 
보관하세요 - 
읽어주세요
문이나 계단 최하단부 설치용으로 디자인된 제품
입니다. 6~24개월까지의 영유아를 위한 안전제품
으로, 설치할 공간의 폭은 최소 73 cm (28.3/4”) 
에서 최대 87 cm (34.1/4”)이 필요합니다. 안전문 
연장품을 붙이면 최대 100cm까지 폭을 연장할 
수 있습니다.

경고 – 잘못 설치하면 위험합니다.
경고 – 부품이 손상되거나 없어진 경우에는 안전
바를 사용하지 마세요.
경고 - 절대 창문에 설치하지 마세요.
경고 - 계단 윗부분에는 절대 설치하지 마세요. 
안전문 금속바에 발이 걸려 계단 아래로 추락할 
수 있습니다. 또한 벽 재질에 따라 고정되는 
강도가 달라서 안전문이 넘어져 계단 아래로 
떨어질 위험이 있습니다.
경고 – 연장바를 2~3개 달때는 반드시 월컵(wall 
cup)을 사용하세요.

어린이 안전 관련:
계단에 안전문을 설치할 경우, 반드시 최하단부에 
설치해야 합니다.
수동 개폐 시스템입니다.
안전문은 항상 잠긴 상태로 두어야 합니다. 꼭 닫
겨있는지 확인해주세요.
아이가 안전바 위에 올라가면 떨어져 다칠 위험
이 있습니다. 안전바 관련 부상이 발생할 수 있으
니 주의해주세요.
부품은 정품만 사용하세요.
실내에서만 사용 가능합니다.

관리:
안전바를 단단히 조여 제품이 설명서대로 작동하
는지 정기적으로 확인해주세요. 
중성 세제를 천에 묻혀 닦아주세요.

EN 1930:2011표준을 따릅니다.

日本語

重要！ この説明書
をよくお読みにな
り、指示に従ってく
ださい。この説明
書は必要なときに
ご覧いただけるよ
う大切に保管して
ください。
このベビーゲートは、 73cm （28 3/4 インチ）
～ 87cm （34 1/4 インチ） 幅の構造的に十分な
強度のある廊下および階段の下での使用向けに
設計されています。 別売りの延長ゲートを取り
付ければ、ベビーゲートの幅を最大 100cm（39 
3/8 インチ） まで延長できます。 対象年齢：24
カ月まで。

警告 - 正しく設置しないとたいへん危険です。
警告 - パーツが損傷、 不足している場合には、
ベビーゲートを使用しないでください。
警告 - ベビーゲートは窓には決して使用しない
でください。
警告 - ベビーゲートは決して階段上に設置しな
いでください。 下部の金属バー部分につまずい
たり、 取り付け面の材質によってベビーゲート
が外れた場合に、 落下事故につながります。
警告！ 延長パーツを2個または3個取り付ける場
合は、 必ず付属のウォールカップ （突っ張り受
け） をご使用ください。

お子さまの安全のために ：
ベビーゲートを階段の下で使用する場合は、 階
段の一番下の段の手前に取り付けてください。
このベビーゲートは手動開閉タイプです。
ベビーゲートは常に閉じてロックを掛けた状態
でお使いください。 ゲートがしっかり閉じてい
るか毎回確認してください。
転落によるケガを防ぐため、 ベビーゲートによ
じ登らないよう、 お子さまにご指導ください。
お子さまが自分でベビーゲートを操作してケガ
をしないよう、 十分に注意してください。
追加部品および交換部品は、 必ず正規メーカー
または正規販売店の純正パーツをご使用くださ
い。
このベビーゲートは家庭用としてのみ使用して
ください。

メンテナンス＆お手入れ方法 ：
定期的にベビーゲートの点検を行い、すべての
機能が正常に作動するか確認してください。
中性洗剤を含ませた布で拭いてください。

本製品は欧州規格EN 1930:2011に適合してい
ます。

AHASA INDONESIA

PENTING! 
BACA DAN 
IKUTI 
PETUNJUK 
INI DENGAN 
HATI-HATI 
DAN SIMPAN 
UNTUK 
REFERENSI 
MENDATANG
Penghalang didesain untuk lorong pintu 
dengan struktur yang baik dan di bawah 
tangga, muat dengan lebar mulai dari 
73 cm (28.3/4”) hingga 87 cm (34.1/4”). 
Dengan menambahkan ekstensi, 
penghalang muat dengan lebar hingga 
100 cm (39 3/8”). Cocok untuk anak usia 
hingga 24 bulan.

PERINGATAN - Pemasangan yang salah 
dapat menyebabkan bahaya.
PERINGATAN - Jangan gunakan 
penghalang jika terdapat komponen yang 
rusak atau hilang.
PERINGATAN - Jangan pasang penghalang 
pada jendela.
PERINGATAN - Jangan pasang pagar ini di 
puncak tangga, karena rel bawah dapat 
menyebabkan bahaya tersandung dan 
bergantung pada berbagai bahan/tekstur 
dinding pagar yang mungkin dapat berg-
eser dan jatuh.
PERINGATAN - Jangun gunakan tanpa 
kap dinding saat menggunakan 2 atau 3 
ekstensi.

Demi keselamatan anak:
Jika penghalang digunakan di bawah 
tangga, selalu letakkan di depan anak 
tangga yang paling rendah.
Penghalang memiliki sistem penutupan 
manual.
Selalu jaga pintu pagar dalam posisi 
tertutup dan terkunci. Periksa penghalang 
agar tetap tertutup dengan benar.
Untuk mencegah risiko cedera karena 
jatuh, ajari anak untuk tidak memanjat 
penghalang. Waspadai bahaya yang ber-
hubungan dengan anak saat mengguna-
kan penghalang.
Hanya gunakan suku cadang asli atau 
bagian tambahan dari produsen atau 
distributor.
Penghalang hanya untuk penggunaan 
rumah tangga.

Cara perawatan:
Penghalang harus diperiksa secara teratur 
agar aman saat digunakan dan berfungsi 
sesuai dengan petunjuk.
Bersihkan dengan lap basah mengguna-
kan pembersih ringan.

Sesuai dengan EN 1930:2011.
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BAHASA MALAYSIA

PENTING! 
BACA DAN 
IKUTI ARAHAN 
INI DENGAN 
TELITI DAN 
SIMPAN UNTUK 
KEGUNAAN 
AKAN DATANG.
Pengadang keselamatan ini direka bentuk 
untuk ambang pintu berstruktur kukuh 
dan di bahagian bawah tangga, muat pada 
bukaan dari 73 sm (28.3/4”) sehingga 87 
sm (34.1/4”). Dengan sambungan tamba-
han pengadang keselamatan akan muat 
pada bukaan sehingga 100 sm (39 3/8”). 
Pengadang keselamatan ini sesuai untuk 
kegunaan kanak-kanak sehingga 24 bulan.

AMARAN - Pemasangan yang salah boleh 
membahayakan.
AMARAN - Jangan guna pengadang kes-
elamatan jika mana-mana bahagian yang 
rosak atau hilang.
AMARAN - Pengadang keselamatan ini 
tidak boleh dipasang merentangi tingkap.
PERHATIAN - Jangan lekapkan pintu pagar 
ini pada bahagian atas tangga, kerana rel 
bawah boleh menyebabkan bahaya ter-
sandung serta bergantung pada bahan/
tekstur dinding berbeza-beza yang boleh 
menyebabkan pagar mengelongsor dan 
jatuh.
AMARAN - Jangan guna tanpa pelekap 
dinding apabila menggunakan 2 hingga 3 
sambungan.

Untuk keselamatan anak anda:
Jika pengadang keselamatan digunakan 
di bahagian bawah tnagga, sebolehnya ia 
mesti pada kedudukan di hadapan anak 
tangga paling bawah.
Pengadang keselamatan ini ada sistem 
menutup manual.
Sentiasa pastikan pagar dalam kedudukan 
tertutup dan terkunci. Periksa sama ada 
pengadang keselamatan tertutup dengan 
betul.
Untuk mencegah risiko kecederaan aki-
bat jatuh, arah kanak-kanak agar tidak 
memanjat pengadang keselamatan. Ber-
jaga-jaga dengan bahaya yang dikaitkan 
dengan kanak-kanak yang menggunakan 
pengadang keselamatan.
Hanya bahagian asal atau gantian yang 
tulen dari pengeluar atau pengedar mesti 
digunakan.
Pengadang keselamatan ini hanya untuk 
kegunaan domestik sahaja.

Penjagaan dan selenggaraan:
Pengadang keselamatan ini mesti 
diperiksa secara kerap bagi menentukan 
yang ia kukuh dan berfungsi menurut 
arahan-arahan ini.
Lap bersih dengan kain yang dilembapkan 
dengan bahan pencuci lembut.

Mematuhi EN 1930:2011.

عربي

هام ! اقرئي 
واتبعي هذه 

التعليمات بعناية 
واحتفظي بها 

للرجوع إليها 
مستقبالً

هذا الحاجز أو السياج مصمم لمداخل األبواب 
والموجودة في أسفل الساللم والتي تترواح من: 
73سم  (”28.3/4) إلى87 سم .(”34.1/4) عند 

تركيب تمديدات إضافية لحاجز األمان يمكن تثبيته في 
منطقة حتى100 سم .(”3/8 39)هذا المنتج مناسب 

إلستخدامه مع أطفال حتى عمر 24 شهراً.

تنبيه – تركيب غير صحيح قد يكون خطراً.
تنبيه - ال تستخدمي حاجز األمان في حالة عطب                                    

او فقد أحد مكوناته.
تنبيه - يجب عدم تركيب حاجز األمان                                             

على النوافذ.
نأل ،جردلا ىلعأ يف ةباوبلا هذه يتبثت ال -هيبنت 

يف ببستت دق زجاحلا لفسأ يف ةيديدحلا ةكسلا 
نإف رادجلا يف ةمدختسملا داوملا ىلع ادامتعاو رثعتلا 

.طقسيو قلزني دق زجاحلا
طئاحلا تابيكرت نودب ًاقلطم هيمدختست ال -ريذحت 
.تاديدمت 3 وأ 2 ددع مادختسا دنع ةيكيتسالبلا

لسالمة طفلك
إذا تم تركيب حاجز األمان في أسفل الدرج ,فإنه يجب 

وضعه في األمام بأدنى منطقة ممكنة.
يوجد في حاجز األمان نظام إغالق يدوي.

أجعلي الحاجز مغلق وفي وضع اإلقفال .تأكدي                                      
من غلق الحاجز بشكل صحيح.

لمنع خطر اإلصابة من السقوط، إرشد األطفال                                     
بعدم تسلق حاجز األمان .وكن على بينة بالمخاطر                            

المرتبطة باستخدام األطفال لحاجز األمان.
يجب استخدام األجزاء اإلضافية أو الغيار األصلية من                               

الصانع أو الموزع فقط.
هذا الحاجز لالستخدام المحلي فقط.

طرق العناية والصيانة
أفحصي بانتظام أن الحاجز                                                           
ومكوناته آمنة وتعمل حسب                                                         

هذه التعليمات. 
أمسحي بقطعة قماش مبللة بأستخدام منظف غير 

مركز.

 EN 1930: 2011.يتوافق مع

ไทย

ขอ้มลูส�ำคญั! อำ่น
และปฏบิตัติำม
ค�ำแนะน�ำอยำ่ง
เครง่ครดั และ
เก็บไวเ้ป็นขอ้มลู
อำ้งองิตอ่ไป
ใชก้ัน้บรเิวณทางขึน้บนัไดหรอืทางเดนิหนา้ประตเูทา่นัน้ 
ขนาดพอดกีบัทางขึน้บนัไดหรอืทางเดนิทีม่คีวามกวา้ง 
73-87 ซม. (28.3/4-34.1/4 นิว้) หากใชรั้ว้ตอ่เสรมิจะ
ขยายไดถ้งึ 100 ซม. (39 3/8 นิว้) อปุกรณน์ีเ้หมาะใช ้
ส�าหรับเด็กอาย ุ6 - 24 เดอืน

ค�าเตอืน - การตดิตัง้ทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตราย
ได ้
ค�าเตอืน - หา้มใชรั้ว้กนัเด็กหากชิน้สว่นช�ารดุหรอื
สญูหาย
ค�าเตอืน - หา้มใชต้ดิหนา้ตา่ง
ค�าเตอืน - หา้มตดิตัง้รัว้กัน้เด็กไวท้ีช่ัน้บนสดุของบนัได 
เพราะรางสว่นลา่งของรัว้อาจท�าใหส้ะดดุลม้ ไดรั้บบาด
เจ็บ และพืน้ผวิวสัดบุางประเภทของก�าแพงอาจท�าใหรั้ว้
กัน้เด็กลืน่หลน่ลงจากบนัไดได ้
ค�าเตอืน - เมือ่ตอ่รัว้ 2-3 รัว้เขา้ดว้ยกนั ตอ้งใชก้บัตวัดดู
ยดึผนังทกุครัง้ (หา้มตอ่รัว้โดยไมม่ตีวัดดูยดึผนัง)

เพือ่ความปลอดภยัของเด็ก:
หากใชรั้ว้กัน้เด็กบรเิวณทางขึน้บนัได ตอ้งตดิตัง้หนา้ขัน้
บนัไดขัน้ลา่งสดุ
เปิดปิดดว้ยมอื
ตอ้งปิดและล็อครัว้กัน้เด็กตลอดเวลา โดยตรวจสอบวา่
รัว้ปิดสนทิและถกูตอ้งตามวธิทีีก่�าหนด
เพือ่ป้องกนัการบาดเจ็บจากการรว่งหลน่จากทีส่งู ให ้
ก�าชบัเด็กๆ ไมใ่หปี้นรัว้กัน้เด็กเด็ดขาด ทัง้นี ้ผูป้กครอง
ควรระมดัระวงัอนัตรายใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ ระหวา่งเด็กใช ้
งานอปุกรณด์งักลา่วดว้ย
ใชเ้ฉพาะอะไหลแ่ละชิน้สว่นทีใ่หม้าพรอ้มสนิคา้เทา่นัน้
ส�าหรับการใชง้านในครัวเรอืนเทา่นัน้

การดแูลรกัษา:
หมัน่ตรวจสอบรัว้กัน้เด็กอยูเ่สมอ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่
อปุกรณย์งัมสีภาพดแีละใชไ้ดต้ามแนะน�าทีก่�าหนด
เชด็ดว้ยผา้บดิหมาดชบุน�้ายาท�าความสะอาดสตูรออ่น
โยน

ไดม้าตรฐาน EN 1930:2011
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