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Thank you for choosing the Swing Flex / Swing Maxi Flex breast pump. Breast milk is the natural choice for your 
baby, but there are reasons and situations where breastfeeding is not possible. For over 50 years, it has been 
Medela’s conviction that these mothers and babies can be supported. In close cooperation with breastfeeding 
experts, Medela, one of the market leaders, has researched and developed breast pumps that perfectly meet 
breastfeeding mother’s needs. For mothers who insist on the best for their babies and themselves. Because you 
care.

Swing Flex/Swing Maxi Flex電動さく乳器をご購入いただき、ありがとうございます。赤ちゃんに母乳を与える
ことは自然な選択ですが、状況により直接授乳が難しいお母さまもいらっしゃいます。Medelaは50年以上
にわたりお母さまと赤ちゃんをサポートするため、研究・開発を進めてきました。Medelaは母乳育児をサポ
ートするマーケットリーダーとして、母乳育児の専門家と密接に協力し、母乳育児を望むお母さま方のニーズ
にお応えするさく乳器を研究・開発しています。赤ちゃんにとって、ご自身にとって最良の母乳育児を望まれ
るお母さまをサポートしていくことがMedelaの使命です。Medelaはお母さまの思いやりにお応えします。
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The intended use and indications of breast pumps
Breast pumps are intended to be used by lactating women in the hospital or home environ-
ment for expressing breast milk. Breast pumps are indicated to alleviate the symptoms of 
engorgement by expressing milk. In case of mastitis breast pumps support the healing 
process by removing breast milk from the affected breast. Breast pumps are indicated to 
relieve sore and cracked nipples and to bring out flat or inverted nipples. Also breast 
pumps enable mothers to provide breast milk for babies who cannot feed directly at the 
breast for a variety of reasons such as latch-on problems, cleft palate or premature babies. 

Intended patient population/user 
Adolescent paediatric or adult lactating women. Many women find it convenient, or even 
necessary, to use a breast pump to express and store their breast milk once they have 
returned to work, are travelling or are otherwise separated from their baby. Women are 
often delighted to learn that a breast pump can be used as a supplement to breastfeeding 
and that some pumps are designed to mimic the suckling of a nursing baby. 

Contraindications
There are no known contraindications for the Swing Flex / Swing Maxi Flex breast pump. 

1. Intended use / Population – Contraindication
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Warning
Can lead to serious injury or death.

Note
Can lead to material damage.

Caution
Can lead to minor injury.

Info
Useful or important information that is 
not related to safety.

Symbols on the packaging

This symbol indicates that the material is part of a recovery/recycling process.

This symbol indicates a carton package.

This symbol indicates to keep the device away from sunlight.

This symbol indicates to handle the fragile device with care.

This symbol indicates the temperature limitation for operation, transport and storage.

This symbol indicates the humidity limitation for operation, transport and storage.

This symbol indicates the atmospheric pressure limitation for operation,  
transport and storage.

This symbol indicates to keep the device dry.

This symbol indicates that the packaging contains products intended to come in contact with 
food according to regulation 1935/2004.

This symbol indicates unique GSI Global Trade Item Numbers (GTIN).

This symbol indicates do not dispose the device together with unsorted municipal waste (for 
EU only).

This symbol indicates to follow instructions for use.

2. Meaning of symbols

i

The warning symbol identifies all instructions that are important for safety. Failure to 
observe these instructions can lead to injury or damage to the breast pump!  
When used in conjunction with the following words, the warning symbol stands for:

i



7Symbols on the device

This symbol indicates to follow instructions for use.

This symbol indicates the compliance with the essential requirements of the Council Directive 
93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices.

This symbol indicates the manufacturer.

This symbol indicates do not dispose the device together with unsorted municipal waste (for 
EU only).

This symbol indicates the compliance with additional USA and Canada safety 
requirements for medical electrical equipment.

This symbol indicates a type BF applied part.

This symbol indicates manufacturer’s serial number of the device.

This symbol indicates the positioning of battery cell.

This symbol indicates the protection against ingress of solid foreign objects and against 
harmful effects due to the ingress of water.

This symbol indicates the date of manufacture (four digits for the year and 
two digits for the month).

Symbols on the mains adapter

This symbol indicates that the mains adapter is a class II device.

This symbol indicates the compliance with China Compulsory Certification.

This symbol indicates that the mains adapter is for indoor use only.

This symbol indicates the compliance with USA and Canada safety requirements.

This symbol indicates the compliance with Federal Communications Commission require-
ments.

This symbol indicates polarity of d.c. power connector.

This CE-mark indicates the compliance with the low voltage and electromagnetic compatibil-
ity directive.
This symbol indicates to not dispose the device together with unsorted municipal waste (for 
EU only). The solid bar symbol indicates that mains adapter is put on the market after 13 
August 2005.



88 This symbol indicates the compliance with energy efficiency requirements.

This symbol indicates alternating current.

This symbol indicates direct current.

This symbol indicates the compliance with energy efficiency requirements.

SGS

This symbol indicates that the mains adapter is safety tested. 

This symbol indicates a short-circuit proof safety isolating transformer.

170053 -12
Singapore Consumer Protection Registration.

S This symbol indicates that the electronic device incorporating transformer(s) and electronic 
circuitry(ies), converts electrical power into single or multiple power outputs.

This symbol indicates the compliance with AUS/NZ requirements (regulatory compliance 
mark).

TÜV
SÜD
PSB

This symbol indicates the compliance with PSE requirements (Japan, Product Safety Electrical 
Appliance and Material Safety Law).

The KC mark indicates that the product meets Korean EMC and electric safety requirements.

IP20
This symbol indicates the protection against ingress of solid foreign objects and against 
harmful effects due to the ingress of water.
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3. Important safety information

Failure to follow these instructions/safety information can lead to danger from the device. 
Subject to technical changes.

Separation from the mains is only 
assured through the disconnection of  
the mains adapter from the wall socket 
outlet.

Keep the mains adapter away from 
heated surfaces.

Do not reach for any electrical device if it 
has fallen into water.  
Unplug immediately.

The breast pump should never be left 
unattended when plugged into a power 
source.

Danger of electrocution! Keep the device 
dry! Never immerse in water or other 
liquids!

The Swing Flex / Swing Maxi Flex breast 
pump is not heat-resistant: Keep away 
from radiators and open flames.

Do not expose the motor unit to direct 
sunlight.

Never use a damaged device. Replace 
damaged or worn parts.

MAX. 
275 h

The operating life of the Swing Flex  
breast pump is 275 hours. The service 
life is two years.

Repairs must be performed only by an 
authorised service agency.
Do not repair yourself! No modifications 
to the device are permitted.

MAX. 
250 h

The operating life of the Swing Maxi Flex 
breast pump is 250 hours. The service 
life is two years.

Device

Use the Swing Flex / Swing Maxi Flex 
breast pump only for its intended use as 
described in this manual.

Do not drive whilst hands-free pumping.

Do not use the Swing Flex /Swing Maxi 
Flex breast pump while bathing or 
showering.

Supervision is necessary when the Swing 
Flex / Swing Maxi Flex breast pump is used 
in the vicinity of children.

Do not use the Swing Flex / Swing Maxi 
Flex breast pump while sleeping or 
overly drowsy.

Contact your lactation consultant or 
breastfeeding specialist if you experience 
problems or pain.

This is a single user product. Use by 
more than one person may present a 
health risk.

Portable and mobile radio frequency 
communications equipment can affect the 
Swing Flex / Swing Maxi Flex breast pump.

Never operate an electrical device if it has a damaged  
cord or plug, if it is not working properly, if it has  
been dropped or damaged, or dropped into water.

Use

Electrical use
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4. Product description Swing Flex  

1x Swing Flex tubing
article 201.1079  
spare part 101034002

swing

on/off button

reduce 
vacuum

increase 
vacuum

let-down 
button

LED

Spare parts and accessories available for order can be found in chapter 12.

Swing Flex –  single electric 2-Phase  
breast pump

power adapter port

battery  
compartment

PVC tubing port
fixing clip

1x connector
article 200.9728

1x bottle
article 811.0021

1x multi lid
article 200.2714

1x bottle stand
article 101033405

1x membrane

1x lid

breast shields:
 1 x 21 mm (article 101035239)
 1 x 24 mm (article 101035240)

1x motor unit:
article 600.0975
spare part 099.0015

1x mains adapter
 article spare part
Euro 4.8V  201.1055 099.0016
UK 4.8V 201.1056 099.0017
AUS/NZ 4.8V 201.1057 099.0018
CN 4.8V 201.1058 099.0276
US/JP 4.8V  201.1059 101033542
KR 4.8V 101034044 101038305
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1x bottle stand
article 101033405

1x membrane

5. Product description Swing Maxi Flex 

swing maxi

on/off button

reduce 
vacuum

increase 
vacuum

let-down 
button

LED

Swing Maxi Flex –  double electric 2-Phase 
breast pump

power adapter port

battery  
compartment

PVC tubing port
fixing clip

2x multi lid
article 200.2714

2x connector
article 200.9728

2x bottle
article 811.0021

2x bottle stand
article 101033405

2x membrane

2x lid

breast shields:
  2 x 21 mm (article 101035239)
  2 x 24 mm (article 101035240)

1x Swing Maxi Flex  
tubing
article 201.1087
spare part 101034003

1x motor unit:
article 200.4932
spare part 099.0270

1x mains adapter
 article spare part
Euro 12V  201.1146 099.0271
UK 12V 201.1147 099.0272
AUS/NZ 12V 201.1149 099.0273
CN 12V 101032865 099.0274
US/JP 12V  201.1148 101033543
KR 12V 101034045 101038303

long tubing

tubing holder

short tubings
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6. Cleaning

Washing and sanitising are two different activities. They must be done separately to protect 
you, your baby and the performance of your breast pump.
Wash – To clean the surfaces of the parts by physically removing contamination.
Sanitise – To kill living organisms, such as bacteria or viruses, that may be present  
on the surfaces of the parts.

6.1 Cleaning overview

When to clean

Tubing Motor unit

As needed see chapter 6.5 see chapter 6.6

When to clean

Breast shield(s) Connector and  
membrane

Bottles & lids

Before 1st use
✔ 6.2 disassemble  
✔ 6.3 wash
✔ 6.4 sanitise

✔ 6.2 disassemble  
✔ 6.3 wash
✔ 6.4 sanitise

✔ 6.2 disassemble  
✔ 6.3 wash
✔ 6.4 sanitise

After each use ✔ 6.3 wash
✔ 6.2 disassemble  
✔ 6.3 wash

✔ 6.2 disassemble  
✔ 6.3 wash

Once per day ✔ 6.4 sanitise
✔ 6.2 disassemble  
✔ 6.4 sanitise

✔ 6.2 disassemble  
✔ 6.4 sanitise
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Note

Caution

•  Do not spray or pour liquid directly onto 
the pump.

•  Only use drinking-quality water for 
cleaning.

•  Take apart and wash all parts that come 
in contact with the breast and breast milk 
immediately after use to avoid drying up 
of milk residues and to prevent growth of 
bacteria. 

•  Do not clean the tubing with Quick Clean 
bags in the microwave.

•  Unplug the breast pump before cleaning 
the motor unit.

i
•  The pump set requires no maintenance.
•  Take care not to damage parts of the 

pump set during cleaning.
•  Do not use the breast milk if bottles 

or components become damaged.

6.2 Disassemble

•  Remove and dispose the protective cover* 
from the breast shield before first use. 

•  Disassemble the pump set into its 
individual parts (breast shield, connector,  
membrane, milk bottle).

•  Open back cap of the connector by 
squeezing both flaps. 

•  Check all parts for damage. 
•  Replace damaged or worn parts.

*
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6. Cleaning

6.3 Wash
Before first use and after each use

6.4 Sanitise
Before first use and once per day

OR

OR

Place all parts, except for the tubing, 
on the top rack or in the cutlery section. 
Use a commercially available dish-
washing detergent. Dry after washing.

Use Quick Clean* bags in the micro-
wave in accordance with the instruc-
tions. Dry after sanitising.

*  Accessories available for order:  
see chapter 12. For more information,  
visit www.medela.com.

Sink Stovetop

Drying 
Dry with a clean cloth or leave to dry on a clean cloth. Put the clean parts in a clean 
storage bag or a clean environment. Do not store parts in an airtight container/bag if 
moist. It is important that all residual moisture dries.

1.  Rinse all parts with cold, clear 
drinking-quality water (approx. 
20 °C). 

2.  Clean these parts with plenty of 
warm, soapy water (approx. 30 °C). 
Use a commercially available 
washing-up liquid, preferably without 
artificial fragrances and colouring 
(pH neutral). 

3.  Rinse the parts with cold, clear 
drinking-quality water for  
10–15 seconds (approx. 20 °C).  
Dry after washing.

Dishwasher

Microwave

Cover all parts, except the tubing,
with water and boil at least for 
5 minutes. Dry after sanitising.
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1

To clean the motor unit, wipe the housing 
with a clean, damp (not wet) cloth. You may 
use drinking-quality water and a basic 
washing-up liquid or a non-abrasive 
detergent.

2

Additionally you may use an alcohol-based 
disinfecting agent.

•  No visible residues  
No cleaning needed.

•   With visible residues  
1. Rinse tubing in cool water 
2. Wash tubing in warm, soapy water 
3. Rinse tubing with clear water 
4. Shake out water droplets 
5. Hang to air dry

Do not sanitise the tubing.

1

6.5   Cleaning tubing i

•  If the individual components of the pump 
set are cleaned in a dishwasher, parts 
may be discoloured by food pigments. 
This has no impact on the function.

•  The membrane at the connector prevents 
the milk from flowing into the tubing, 
however, inspect the tubing after each 
pumping session for visible residues. If 
there are visible residues in the tubing, 
follow the instructions in chapter 6.5.

6.6   Cleaning the motor unit
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7. Preparing for pumping

Infoi

7.1 Mains operation

•  You can operate the Swing Flex / Swing 
Maxi Flex breast pump via battery or 
mains.

•  Battery operation: 
 The batteries do not need to be removed 
when the mains adapter is used for 
pumping. 

•  Regularly check the condition of the 
batteries in the motor unit.

•  If Swing Flex / Swing Maxi Flex will remain 
unused for a longer period of time, 
remove the batteries from the battery 
compartment.

•  Batteries last for 4 – 6 pumping sessions 
(approx. 1 ½ hours pumping time).

Plug the mains adapter cord into  
the motor unit. 

•  Mains operation:  
Follow the exact order of the steps.

•  Only use the mains adapter supplied with 
the Swing Flex / Swing Maxi Flex.

•  Make sure the voltage of the mains 
adapter is compatible with the power 
source.

Warning

1

7.2 Battery operation

1

Open the battery compartment on  
the back in the direction of the arrow.
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2

Insert four AA Mignon LR6 batteries  
for Swing Flex .
Insert six AAA Micro 1.5 V batteries  
for Swing Maxi Flex.

Plug the mains adapter into  
the mains socket. The motor unit  
is now ready for operation.

Close the battery compartment.  
The pump is ready for operation  
via battery.

2

3
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4Infoi

Note

i

7.3  Assembling the pump set

•  Carry out all the steps with care and 
assemble the pump set correctly. Other-
wise a good vacuum may not be 
achieved.

•  Use Medela original accessories only.
•  Hold the tubing by the connecting piece 

while attaching and detaching it.
•  All components must be completely dry 

before use.

Caution

Screw bottle into connector.

Check pump set components for wear or 
damage before use and replace if neces-
sary. 
Make sure parts are cleaned according to 
chapter 6 before assembling the pump set.
Carefully place the membrane into the 
connector with the flap into the opening of 
the connector. 
Make sure that the membrane forms a seal 
around the edge of the connector.

•  Wash hands thoroughly (at least one 
minute) with soap and water before 
touching the breast and pump parts. Dry 
your hands with a fresh towel or a 
single-use paper towel.

•  Also, bottles and component parts may 
become damaged if mishandled, e.g. 
dropped, over-tightened, or knocked 
over.

•  Take appropriate care in handling bottles 
and components.

1

7. Preparing for pumping
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5 6

32

Close the lid of the connector
until it audibly clicks.

Insert the tubing into the corresponding 
opening in the lid of the connector. 

Insert the other end of the tubing  
into the motor unit.

Insert the breast shield onto the  
connector.
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•  Step 2 (chapters 8.1, 8.2, 8.3):
•  The product comes with two different 

breast shield sizes 21 mm and 24 mm. 
•  Answer the following questions  

to find out whether the available breast 
shield sizes fit:

•  Does your nipple rub the tunnel sides to 
the point of causing discomfort?

•  Do you see excessive areola being pulled 
into the tunnel?

•  Do you see any redness?
•  Is your nipple or areola turning white?
•  Do you feel unexpressed milk after breast 

milk pumping?

If you answered “YES” to any of these 
questions, consider trying a new size by 
following the measuring instructions at 
www.medela.com.
If you are still unsure that you selected the 
right breast shield size, contact your 
lactation consultant or breastfeeding 
specialist.
See brochure “Choosing your Medela 
breast shield size”.

•  Step 3 (chapters 8.1, 8.2, 8.3):  
Do not hold the pump set by the bottle. 
This can lead to blockage of the milk  
ducts and engorgement.

8.1  Swing Flex – Preparing for  
single pumping

8.2  Swing Maxi Flex – Preparing 
for single pumping

1

Insert the unused short tubing into the 
tubing holder.

1

The oval breast shield can be rotated (360°) 
and placed in the desired position to have 
the most comfortable fit for you.

Caution

Note

i

8. Expression
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2 3

32

Place the breast shield on your breast  
so that your nipple is properly centred  
in the tunnel.

Place the breast shield of one bottle  
on the first breast so that the nipple is 
prop erly centred in the tunnel. 

Hold the breast shield onto your breast with 
your thumb and index finger. Support your 
breast with the palm of your hand.

Hold the breast shield onto your breast  
with your thumb and index finger. Support 
your breast with the palm of your hand.
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8. Expression

•  Double pumping saves time and increases 
the energy content of the milk.

•  Step 2 (chapter 8.3): 
•  Wash hands thoroughly (at least one 

minute) with soap and water before 
touching the breast, the clean pump parts 
and clean pump set. Dry your hands with 
a fresh towel or a single-use paper towel.

•  Do not hold the pump set by the bottle. 
This can lead to blockage of the milk ducts 
and engorgement.

Caution

Infoi

8.3  Swing Maxi Flex –  
Preparing for double 
pumping

1

The oval breast shield can be rotated (360°) 
and placed in the desired position to have 
the most comfortable fit for you.

Switch on the breast pump with 
.

4
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2 13

Place the breast shield on your breast so 
that your nipple is properly centred in the 
tunnel. 

Hold the breast shield onto your breast  
with your thumb and index finger.  
Support your breast with the palm  
of your hand. 

5

Place the second breast shield on your 
breast so that your nipple is properly 
centred in the tunnel.  
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8. Expression

4

8.4  Swing Maxi Flex –  
Preparing for hands-free 
expression with the  
Easy Expression Bustier

1

Put on the Easy Expression
Bustier and close it using the hook on top.

•   Easy Expression Bustier must be pur-
chased seperately. More information on  
www.medela.com

Connect the assembled pump set to the 
breast shields.

Note

i
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Start pumping.

5

Leave the zip open slightly.

2 3

Place the breast shield on your breast  
under the bustier such that your nipple is 
centred in the tunnel of the breast shield.
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4

8.5 Pumping

1

Switch on the breast pump with .
     The stimulation phase lasts a maximum  

of two minutes. The stimulation phase  
will then automatically change to the 
expression phase.

æ

Switch off the breast pump with .

•  Swing Flex / Swing Maxi Flex switches off 
automatically if it has been running for  
30 minutes with no interaction.

•  Do not kink the tubing during expression.

8. Expression

Lights up On

Does not light up Off

Even, regular flashing Stimulation phase

Light constantly on Expression phase

Rapid flashing Min./Max. vacuum

The following table shows the different 
LED status:

•  Always disconnect the Swing Flex /Swing 
Maxi Flex from the power source after 
expression.

•  Only fill the bottle to the 150 ml mark.

•  Contact your your lactation consultant or 
breastfeeding specialist if you can express 
only minimal or no milk, or if expression is 
painful.

Infoi

Note

i

Caution
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Use the bottle stand to prevent the bottle 
from tipping over.

5 6

Close the bottle with a lid.
      Follow the instructions in chapter 9 

“Storing and thawing breast milk”.
æ

If your milk starts to flow earlier, press the 
 button to change to the expression 

phase. 
     Make sure that the milk is flowing into  

the bottle properly.
æ

2 3

The Max. Comfort vacuum can be adjusted 
in every phase. Max. Comfort vacuum: Use 

 to increase the vacuum until it is slightly 
uncomfortable. Press  to reduce the 
vacuum, until it is comfortable again.
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9. Storing and thawing breast milk

9.1  Storage
Storage guidelines for freshly expressed breast milk (for healthy term babies)

Room temperature
16 to 25 °C 
(60 to 77 °F)

Refrigerator
4 °C (39 °F) 
or colder

Freezer
–18 °C (0 °F ) 
or colder

Breast milk thawed in 
the refrigerator 

Up to 4 hours is best 

*Up to 6 hours for milk 
expressed under very 
clean conditions

Up to 3 days is best

*Up to 5 days for milk 
expressed under very 
clean conditions

Up to 6 months is best

*Up to 9 months for milk 
expressed under very 
clean conditions

At room temperature:  
Up to 2 hours

Refrigerator: 
Up to 24 hours

Do not refreeze!

•  Freeze expressed breast milk in plastic bottles or milk storage bags. Do not fill the bottles 
or bags more than 3/4 full to allow space for possible expansion. 

•  Label the bottles or bags with the date and volume of expression.
•  Plastic bottles and component parts become brittle when frozen and may break when 

dropped.
•  Do not use the breast milk if bottles or components become damaged.

9.2  Freezing

Do not thaw or warm breast milk in a microwave or a pan of boiling water. This helps 
preserve important  components and prevents burns.

•  To preserve breast milk components, thaw the milk overnight in the  refrigerator. Alterna-
tively, hold the bottle or bag under warm water (max. 37 °C / 98.6 °F).

•  Gently swirl the bottle or bag to mix any fat that has separated. Avoid shaking or stirring 
the milk.

9.3  Thawing

Caution

*Guidelines for expressing milk under very clean conditions:

Before expressing breast milk, mothers should wash their hands with soap and water or an 
alcohol-based hand sanitiser. The pump parts, bottles and pumping area must be clean. 
Breasts and nipples do not need to be washed before pumping.

•  These guidelines for storage and thawing of breast milk are a recommendation. Contact 
your lactation consultant or breastfeeding specialist for further information.

•  Store breast milk in the coldest spot of the refrigerator (at the back of the glass shelf 
above the vegetable compartment).
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10. Troubleshooting  

Problem Solution

If the motor is not 
running

Check presence of mains current.
Check the position of the batteries in the battery compartment.

If there is low  
or no suction

Verify the membrane is clean and not damaged.
Make sure that the membrane forms a seal around the edge of the 
connector and the lid is firmly connected with the connector.
Check all connections. 
Check if the ends of the tubing fit securely into the back of the connector 
and into the port on the breast pump. During single pumping, insert the 
unused tubing into the tubing holder. 
There should be no water in the tubing.
Do not kink the tubing during expression.
Ensure the breast shield forms a complete seal around the breast.
All components must be completely dry.

If condensation 
appears in  
the tubing

Clean the tubing as described in chapter 6.5. Shake out any water drops.

The pump  
becomes wet

Unplug the mains adapter from the socket.
Switch off the pump.
Do not place the pump upside down. The control panel must point upwards.
Store the pump in a dry, warm place for 24 hours.

Note:
Do not expose the pump to direct sunlight.
Do not accelerate the drying process by use of heat.
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11. Warranty / disposal

Warranty
The “International Warranty” brochure contains detailed warranty information. 

Disposal

 

This is a single user product. Use by more than one person may present a health risk.
The unit is made of metals and plastics and should be disposed of in accordance with the 
European directives 2011/65/EU and 2012/19/EU. Additional, local guide-lines must also  
be observed. Please take care that you dispose of the unit and its accessories in accord-
ance with your local disposal guidelines.
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12. Spare parts and Accessories

The following accessories for Swing Flex / Swing Maxi Flex are available from Medela 
distribution partners by specifying the product number.

Sales articles Swing Flex / Swing Maxi Flex 
Article number Product

101033769
101033829

Swing Flex breast pump EN JA (US/JP adapter)
Swing Maxi Flex breast pump EN JP (US/JP adapter)

Spare parts Swing Flex 
Article number Product

099.0016
099.0017
101033542
099.0018 
099.0276 
101038305

Swing Flex adapter (100–240 V; 4.8 V) Euro
Swing Flex adapter (100–240 V; 4.8 V) UK
Swing Flex adapter (100–240 V; 4.8 V) US/JP
Swing Flex adapter (100–240 V; 4.8 V) AUS/NZ
Swing Flex adapter (100–240 V; 4.8 V) CN
Swing Flex adapter (100–240 V; 4.8 V) KR

099.0015 Swing Flex motor unit
101034002 Swing Flex tubing
101034009 PersonalFit Flex connector

Spare parts Swing Maxi Flex
Article number Product

099.0271
099.0272 
101033543
099.0273 
099.0274
101038303

Swing Maxi Flex adapter (100–240 V; 12 V) Euro
Swing Maxi Flex adapter (100–240 V; 12 V) UK
Swing Maxi Flex adapter (100–240 V; 12 V) US/JP
Swing Maxi Flex adapter (100–240 V; 12 V) AUS/NZ
Swing Maxi Flex adapter  (100–240 V; 12 V) CN
Swing Maxi Flex adapter (100–240 V; 12 V) KR

099.0270 Swing Maxi Flex motor unit
101034003 Swing Maxi Flex tubing
101034009 PersonalFit Flex connector
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*  If the result of expression is unsatisfactory or expression is painful, contact your lactation consultant or 
breastfeeding specialist. A different size of breast shield may help make expression more comfortable 
and successful.

12. Spare parts and Accessories

Accessories for Swing Flex / Swing Maxi Flex
Article number Product

101033957*
101033991*
101033996*
101034001*

PersonalFit Flex breast shield S (21 mm)
PersonalFit Flex breast shield M (24 mm)
PersonalFit Flex breast shield L (27 mm)
PersonalFit Flex breast shield XL (30 mm)

008.0072
008.0091

150 ml breast milk bottles (3 pcs)
250 ml breast milk bottles (2 pcs)

008.0064 Quick Clean microwave bags

Other Medela products are available at www.medela.com
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Swing Flex and Swing Maxi Flex are EMC-tested in conformity with the requirements  
of IEC 60601-1-2:2007 3rd Edition and IEC 60601-1-2:2014 4th Edition according to  
clause 7 and 8.9.

13. EMC / Technical description Swing Flex / Swing Maxi Flex

Warning – The electric breast pumps Swing Flex and Swing Maxi Flex should not be 
used adjacent to or stacked with other equipment. If adjacent or stacked use is necessary, 
the electric breast pumps Swing Flex and Swing Maxi Flex should be observed to verify 
normal operation in the configuration in which it will be used. Wireless communications 
equipment such as wireless home network devices, mobile phones, cordless telephones 
and their base stations, walkie-talkies can affect the electric breast pumps Swing Flex and 
Swing Maxi Flex and should be kept at least a distance 30 cm away from the equipment.
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vacuum (approx.)
–35 ... –250 mmHg
– 5 ... – 33 kPa
 45 ... 111 cpm

Operation

Transport/Storage

6 x 1.5 V, Alkaline
AAA, Micro, LR03

121 x 129 x 57 mm

Operation/Transport/Storage

290 g

220 g

Transport/Storage/Operation

In Out
100-240 V~ 50/60 Hz
max. 0.6 A

12 V 
1.5 A

intermittent

vacuum (approx.)
–35 ... –250 mmHg
– 5 ... – 33 kPa
 45 ...  111 cpm

4 x 1.5 V, Alkaline 
AA, Mignon, LR6 

121 x 129 x 57 mm

300 g

200 g

Operation/Transport/Storage

In Out
100–240 V~ 50/60 Hz
max 0.5 A

4.8 V 
1.2 A

Intermittent

Operation

Transport/Storage

Operation/Transport/Storage

14. Technical specifications Swing Flex  / Swing Maxi Flex

Swing Flex 

Swing Maxi Flex
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さく乳器の使用目的
本さく乳器は、授乳期の女性が、病院または家庭で使用することを目的に開発されています。さく乳に
より乳房緊満などの症状を緩和したり、乳腺炎の場合に、炎症のある乳房から母乳を取り出すことで
治癒過程をサポートします。また、乳頭に痛みや亀裂がある際も、さく乳することで痛みを緩和しなが
ら母乳育児を継続することができます。扁平乳頭や陥没乳頭の突出のためにも使用できます。さらに
は、おっぱいへの吸着に問題があったり、口唇口蓋裂や早産が原因で直接授乳ができない赤ちゃんで
も、さく乳器を使えば母乳育児を行うことができます。

対象となる方/ご使用者 
母乳育児をされているお母さまにお使いいただけます。職場復帰や外出など、赤ちゃんに直接授乳す
ることが難しくなる場合に、ご使用いただけます。Medelaのさく乳器は、お母さまが母乳育児を続けら
れるよう、赤ちゃんの母乳の飲み方、パターンを再現しています。

禁止事項
Swing Flex/Swing Maxi Flex電動さく乳器に対する既知の禁止事項はありません。

1. 使用目的/対象/禁止事項
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警告
深刻な怪我や重大な事故につながる恐
れがあります。

i 指示
製品の破損を防ぐため、ご確認いただき
たい内容です。

注意
軽度の怪我につながる恐れがありま
す。

i 情報
安全性とは関係のない製品の使用上ご確
認いただきたい情報です。

製品パッケージに記載されている記号

回収/リサイクルされた材料を使用していることを示しています。

カートンパッケージであることを示しています。

直射日光に当ててはいけないことを示しています。

壊れやすい機器のため、取扱いに注意する必要があることを示しています。

操作、輸送および保管上守るべき温度制限を示しています。

操作、輸送および保管上守るべき湿度制限を示しています。

操作、輸送および保管上守るべき気圧制限を示しています。

製品を乾いた状態に保つ必要があることを示しています。

規則No.1935/2004に準拠し、食品に接触することを意図された製品がパッケージに含ま
れていることを示しています。

この記号は固有のGSIグローバルトレードアイテム番号(GTIN)を示しています。

分別されていない都市ごみと一緒に製品を廃棄してはいけないことを示しています（EU
の場合のみ）。

本使用説明書に従うべきであることを示しています。

2. 各記号の説明

下記の各記号は安全性を確保するために重要な遵守事項を示しています。誤った取扱いがなされると
怪我やさく乳器の破損または損傷を招く恐れがあります。  
誤った使い方をした時に、生じる危害や損害の程度を、各記号表示で説明しています。
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製品に記載されている記号
本使用説明書に従うべきであることを示しています。

1993年6月14日の医療機器指令93/42/EECの基本的要件に従っていることを示してい
ます。

製造元を示しています。

分別されていない都市ごみと一緒に製品を廃棄してはいけないことを示しています（EU
の場合のみ）。

医療用電気製品に関する米国とカナダの付加的な安全要件に準拠することを示してい
ます。

BF形装着部であることを示しています。

メーカーの製造番号を示しています。

電池セルの位置を示します。

固形異物の混入および浸水による有害作用に対する保護等級を示しています。

製造年月日を示しています（最初の4桁が西暦で最後の2桁は月）。

ACアダプター上の記号
ACアダプターがクラス II 機器であることを示しています。

中国強制製品認証制度(CCC)に従っていることを示しています。

ACアダプターが屋内用であることを示しています。

米国およびカナダの安全要件に従っていることを示しています。

連邦通信委員会の要件に従っていることを示しています。

直流電源コネクターの極性を示しています。

CEマークは低電圧および電磁両立性に関する指令に従っていることを示してます。

分別されていない都市ごみと一緒に製品を廃棄してはいけないことを示しています（EUの場合
のみ）。横棒はACアダプターが2005年8月13日以降販売されたことを示しています。
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エネルギー効率要件に従っていることを示しています。

交流電流を示しています。

直流電流を示しています。

エネルギー効率要件に従っていることを示しています。

SGS

ACアダプターが安全試験を受けていることを示しています。

短絡保護用安全絶縁トランスを示しています。

170053 -12
シンガポール消費者保護登録。

S 変圧器と電子回路を組み込んだ電子機器が電力を単一または複数の電力出力に変換す
ることを示しています。

オーストラリア/ニュージーランドの規制要件に準拠していることを示しています 
（規制遵守マーク）。

TÜV
SÜD
PSB

PSE（日本の電気用品安全法）の要件に従っていることを示しています。

KCマークは、製品が韓国のEMCおよび電気の安全要件を満たしていることを示します。

IP20 固形異物の混入および浸水による有害作用に対する保護等級を示しています。
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3. 使用上の注意

下記の指示・安全に関する情報に従わず、誤った取扱いをした場合、危害や損害が発生する可能
性があります。仕様は予告なく変更される場合があります。

ACアダプターをコンセントから抜かずにおくと、電
気が流れ続けますので必ず抜いてください。

ACアダプターを直射日光の強い所や、高温の場所に
放置しないでください。

万一、水中に落下した場合、製品には絶対に触らな
いでください。	 	
直ちにACアダプターをコンセントから抜いてくださ
い。

プラグをコンセントに差し込んだまま、電動さく乳器
を絶対に放置しないでください。

感電の危険性があります！製品を濡らさないでくだ
さい！水や液体をかけないでください！

Swing	Flex/Swing	Maxi	Flex	電動さく乳器は耐熱性が
ありません。暖房器具や火から遠ざけてください。

モーター本体を直射日光にさらさないでください。 破損している製品は決して使用しないでください。	
破損あるいは消耗している部品は交換してください。

MAX. 
275 h Swing	Flex電動さく乳器の動作寿命は275時間です。

耐用年数は2年です。

修理は、認可を受けたサービス業者のみが実施	
して下さい。お客さまご自身で修理しないでください。	
製品の改造は禁じられています。

MAX. 
250 h Swing	Maxi	Flex電動さく乳器の動作寿命は250時間です。	

耐用年数は2年です。

製品について

本使用説明書に記載されている使用目的以外に
Swing	Flex/Swing	Maxi	Flex電動さく乳器を使用
しないでください。

さく乳をしながら、車の運転をしないでください。

浴室内でSwing	Flex/Swing	Maxi	Flex電動さく乳
器を使用しないでください。

小さなお子さまの近くで	Swing	Flex/Swing	Maxi	Flex	
電動さく乳器を使用する際は、十分ご注意ください。

睡眠中や眠気が強い時は、Swing	Flex/Swing	Maxi	
Flex電動さく乳器を使用しないでください。

乳房に問題や痛みが生じた場合は、	
ラクテーション・コンサルタントまたは母乳育児専門の
医療従事者にご相談ください。

この製品は個人使用を目的として製造されていま
す。複数名が共同使用されると二次感染など、赤ち
ゃんとお母さま自身の健康を害する可能性がありま
す。

移動式の無線通信装置の使用はSwing	Flex/Swing	Maxi	
Flex電動さく乳器に影響を及ぼす恐れがあります。

コードやプラグが損傷している場合やモーターが正
常に作動しない場合、落下や破損あるいは水没した
場合は、絶対に電源を入れないでください。

使用にあたって

電源使用時
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swing

モーター×1個：
製品番号600.0975
スペア部品番号099.0015

4. 製品説明Swing Flex

Swing Flexチューブ×1本
製品番号201.1079  
スペア部品番号101034002

ON/OFFボタン

吸引圧減少ボ
タン

吸引圧増加
ボタン

射乳反射ボタン 
（しずくマーク）

スペア部品やオプション品のご注文については、12章をご覧ください。

Swing Flex –  シングル2フェーズ電動 
さく乳器

ACアダプターポート

電池 
収納部

PVCチューブポート
固定クリップ

コネクター×1個
製品番号200.9728

母乳ボトル×1本
製品番号811.0021

マルチ蓋 x 1個
製品番号200.2714

ボトルスタンド×1個
製品番号101033405

蓋 x 1個

メンブレン×1枚

さく乳口：
 1 x 21 mm（製品番号101035239）
 1 x 24 mm（製品番号101035240）

ACアダプター×1個
製品番号 スペア部品番号

Euro 4.8V 201.1055 099.0016
UK 4.8V 201.1056 099.0017
AUS/NZ 4.8V 201.1057 099.0018
CN 4.8V 201.1058 099.0276
US/JP 4.8V 201.1059 101033542
KR 4.8V 101034044 101038305

LED
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swing maxi

マルチ蓋 x 1個
製品番号200.2714

ボトルスタンド×1個
製品番号101033405

蓋 x 1個

5. 製品説明Swing Maxi Flex

ON/OFFボタン

吸引圧減少
ボタン

吸引圧増加ボタ
ン

射乳反射ボタン 
（しずくマーク）

LED

Swing Maxi Flex –  ダブル2フェーズ電動さく乳器

ACアダプターポート

電池 
収納部

PVCチューブポート

固定クリップ

マルチ蓋 x 2個
製品番号200.2714

コネクター×2個
製品番号200.9728

母乳ボトル×2本
製品番号811.0021

ボトルスタンド×2個
製品番号101033405

メンブレン×2枚

蓋 x 2個

さく乳口：
  2 x 21 mm（製品番号101035239）
  2 x 24 mm（製品番号101035240）

Swing Maxi Flex 
チューブ×1本
製品番号201.1087
スペア部品番号101034003

モーター×1個：
製品番号200.4932
スペア部品番号099.0270

ACアダプター×1個
 製品番号 スペア部品番号
Euro 12V  201.1146 099.0271
UK 12V 201.1147 099.0272
AUS/NZ 12V 201.1149 099.0273
CN 12V 101032865 099.0274
US/JP 12V  201.1148 101033543
KR 12V 101034045 101038303

ロングチューブ

チューブホルダー

ショートチューブ
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6. 洗浄

洗浄と消毒は2つの異なる作業です。あなた自身とあなたの赤ちゃんの健康、そしてさく乳器の性能を
守るためにも、この作業は別々に行ってください。
洗浄 － 物理的に汚れを除去して部品の表面を清潔にします。
消毒 － 部品の表面に存在する細菌やウイルスなどの生物を死滅させます。

6.1 洗浄方法概要

洗浄のタイミング

チューブ モーター部

必要に応じて 6.5章をご覧ください 6.6章をご覧ください

洗浄のタイミング

さく乳口 コネクターと 
メンブレン

ボトルとふた

初回使用前
✔ 6.2 分解
✔ 6.3 洗浄
✔ 6.4 消毒

✔ 6.2 分解
✔ 6.3 洗浄
✔ 6.4 消毒

✔ 6.2 分解
✔ 6.3 洗浄
✔ 6.4 消毒

毎回使用後 ✔ 6.3 洗浄 ✔ 6.2 分解
✔ 6.3 洗浄

✔ 6.2 分解
✔ 6.3 洗浄

1日に1回 ✔ 6.4 消毒 ✔ 6.2 分解
✔ 6.4 消毒

✔ 6.2 分解
✔ 6.4 消毒
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指示

注意

•  本体に向けて直接スプレーしたり、液体をかけ
たりしないでください。

•  洗浄には、飲料水と同等の水をご使用くださ
い。

•  さく乳器に母乳が付着したままだと乾燥して固
まったり、細菌が繁殖することがあります。使用
後は肌と母乳が接触する全ての部品を分解しす
ぐに洗浄してください。

•  チューブの洗浄には、電子レンジ消毒用
Quick Cleanマイクロスチームバッグを使用しな
いでください。

•  洗浄の際は電源コードを抜いてください。
i

•  ポンプセットは毎回ご使用後に洗浄してくださ
い。

•  洗浄の際、ポンプセットの部品を損傷させない
ようご注意ください。

•  母乳ボトルや部品に傷や損傷などがある場合
は、ご使用にならないでください。

6.2 分解

•  初回使用前にさく乳口から保護用カバー*を取
り外し、破棄してください。

•  ポンプセットを個々の部品（さく乳口、コネクタ
ー、メンブレン、ボトル）に分解してください。

•  フラップを押し上げて、コネクターのバックキャ
ップを開けてください。

•  破損がないかすべての部品を確認してくださ
い。

•  破損あるいは消耗している部品は交換してくだ
さい。

*
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6. 洗浄

6.3 洗浄
初回使用前/毎回使用後

6.4 消毒
初回使用前、および1日1回

もしくは

もしくは

チューブ以外のすべての部品をラック最上段
か、カトラリー立てに入れてください。市販の
食器洗い機用洗剤を使用します。洗浄後は
乾燥させてください。

説明書にしたがって電子レンジ消毒用のQuick 
Cleanマイクロスチームバッグ*（日本未発売）
を使用します。消毒後は乾燥させてください。
*  スペア部品やオプション品のご注文について： 

12章をご覧ください。詳細情報については、 
www.medela.jpをご覧ください。

手洗いの場合 煮沸消毒の場合

乾燥 
清潔なふきんで水気を拭き取るか、清潔なふきんの上で乾燥させます。清潔な部品を清潔なバッ
グまたは清潔な環境内で保管します。部品を密閉した容器/バッグに保管しないでください。残っ
た水分はすべて乾燥させることが重要です。

食器洗い機の場合

電子レンジ消毒の場合

チューブを除くすべての部品を水に浸して、沸
騰後5分以上煮沸させます。消毒後は乾燥させ
てください。

1.  飲料水と同等の常温の水（約20 °C）ですべ
ての部品をすすいでください。

2.  これらの部品を洗剤の入ったぬるま湯（約 
30 °C）で十分に洗浄します。市販の洗浄液
（人工的な香料や着色料を含まないものが
好ましい）を使用してください（pH中性）。

3.  飲料水と同等の常温の水（約20 °C）ですべ
ての部品を10～15秒間すすいでください。  
洗浄後は乾燥させてください。
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指示

1

さく乳器のモーター部を清潔にするには、水気を
よく絞ったきれいな布で本体の汚れ等を拭き取り
ます。飲料水と同等の水、および石鹸水、または
研磨剤の入っていない洗剤も使用できます。

2

併せて、アルコール系消毒剤が使用できます。

•  目視可能な残留物がない場合は 
洗浄は不要です。

•   目視可能な残留物がある場合は  
1. チューブを常温の水ですすぎます。 
2. 洗剤を入れたぬるま湯で洗浄します。 
3. チューブを清潔な水ですすいでください。 
4. チューブの水を十分に切ってください。 
5. 吊るして自然乾燥させます。

チューブは消毒しないでください。

1

6.5   チューブの洗浄 i

•  ポンプセットの個々の部品を食器洗い機で洗浄
すると、食品色素により部品が脱色することが
あります。色が変化しても製品の機能に影響し
ません。

•  コネクターに取り付けるメンブレンは、チューブ
に母乳が入り込まないようにするためのもので
すが、さく乳が終わった後は毎回、チューブに母
乳などの残留物が残っていないか点検してくだ
さい。チューブ内に母乳などの残留物が残って
いる場合は、6.5章の指示に従ってください。

6.6   モーターのお手入れ
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7. さく乳の準備

情報i

7.1 ACアダプター使用時

•  Swing Flex/Swing Maxi Flex電動さく乳器は、
電池でもAC電源でも作動します。

•  電池使用時  
 ACアダプターを使用する場合でも、乾電池を
取り外す必要はありません。

•  モーターの電池の状態を定期的に確認しま
す。

•  長期間Swing Flex/Swing Maxi Flex電動さく
乳器を使用しない場合、電池収納部から電池
を取り出してください。

•  電池の持ち時間は、さく乳4～6回分に相当し
ます（さく乳時間にして約1時間30分）。

ACアダプターをモーターへ接続します。

•  ACアダプター使用時： 
手順を正しく守って使用してください。

•  Swing Flex/Swing Maxi Flex電動さく乳器に付
属したACアダプター以外は使用しないでくださ
い。

•  ACアダプターが、ご使用になる国の電圧に適応
しているか、必ずご確認ください。

警告

1

7.2 電池使用時

1

矢印の向きに従って、バッテリーカバー
を開けます。
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2

Swing Flexの場合、単3形電池4本を入れ
ます。
Swing Maxi Flexの場合は、単4形電池6
本を入れます。

ACアダプターのプラグを電源コンセン
トに差し込みます。これで準備が整い
ました。

電池収納部のカバーを閉じます。さく乳
器はバッテリー駆動できる状態になって
います。

2

3
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4

情報i

指示i

7.3  ポンプセットの組み立て

•  順序に従って、ポンプセットを正しく組み立てて
ください。正しく組み立てが行われないと、適切
な吸引圧が得られない場合があります。

•  オプション品はMedelaの純正品をご使用くださ
い。

•  チューブの取り付けと取り外しの際は、チューブ
の接続部分を持ってください。

•  すべての部品が完全に乾燥した状態でご使用く
ださい。

注意

母乳ボトルをコネクターへ取り付けます。

必要に応じて、使用する前に、ポンプセッ
トの部品に磨耗あるいは破損がないか
確認してください。
ポンプセットを組み立てる前に、第6章に
従って部品が洗浄されていることを確認
してください。
慎重にメンブレンをふたの付いたコネク
ターに取り付けます。
メンブレンとコネクターの端に隙間がで
きないよう確認します。

•  乳房やさく乳器に触れる前に、（最低1分間）石
けんで手をきれいに洗います。清潔なタオルま
たは使い捨てペーパータオルで手を拭き乾燥さ
せます。

•  また、母乳ボトルなどの部品は、落としたり、過
度に締めたり、倒したりすると、破損する恐れが
あります。

•  母乳ボトルや部品の取り扱いには十分ご注意く
ださい。

1

7. さく乳の準備
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5 6

32

コネクターのふたをカチッと音がするま
で閉めます。

チューブをコネクターのふたの穴に差し
込みます。

チューブのもう片方をモーター部へ差し
込みます。

さく乳口をコネクターへ取り付けます。
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•  ステップ2（8.1、8.2、8.3章）：

•  本製品には21 mmおよび24 mmの2種類サイズ
のさく乳口が同梱されています。

•  以下の質問で、お使いのさく乳口がフィットして
いるかどうか判断できます。

•  乳首がトンネルの側面に触れて、不快に感じるほ
どの擦れがありますか?

•  乳輪がトンネルの中に大きく引き込まれていま
すか？

•  赤みがありますか?

•  乳首または乳輪がさく乳口に接触し白く変色し
ていますか？

•  さく乳後に、母乳が乳房に残っている感じがあ
りますか？

これらの質問のいずれかでも「はい」とお答えに
なった場合、弊社ホームページ(www.medela.
com)記載の測定方法に従って別サイズの使用を
ご検討ください。

正しいサイズを選択できているかどうか不安な場
合は、ラクテ―ション・コンサルタントまたは母乳
育児専門の医療従事者にご相談ください。

パンフレット「Medelaのさく乳口のサイズの選び
方」をご覧ください。

•  ステップ3（8.1、8.2、8.3章）：  
ボトル部分を持って、さく乳をしないでくださ
い。さく乳口に不必要な力が加わり、乳房が圧
迫されることで、乳管の詰まりやうっ滞が起こる
可能性があります。

8.1  Swing Flex –  
シングルポンプの準備

8.2  Swing Maxi Flex –  
シングルポンプの準備

1

使用しないショートチューブをチューブホルダー
へ差し込みます。

1

楕円形のさく乳口は、360°自由に回転させること
ができ、一番快適なアングルを選んで胸にフィッ
トさせることができます。

注意

指示i

4

8. さく乳
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2 3

32

乳頭がトンネルの中央にくるように、さく
乳口を乳房にかぶせます。

乳頭がトンネルの中央にくるように、片
方のボトルのさく乳口を最初の乳房に
かぶせます。

親指と人差し指でさく乳口を持ちなが
ら、乳房にあてます。 
手の平で乳房を支えます。

親指と人差し指でさく乳口を持ちなが
ら、乳房にあてます。  
手の平で乳房を支えます。

さ
く

乳
に

関
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詳
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8. さく乳

•  両胸同時さく乳により、さく乳時間が短縮さ
れ、さく乳した母乳に含まれるカロリーも増加
します。

•  ステップ2（8.3章）： 

•  乳房や清浄なさく乳器の部品およびポンプセ
ットに触れる前に、（最低1分間）石けんで手
をきれいに洗います。清潔なタオルまたは使
い捨てペーパータオルで手を拭き乾燥させま
す。

•  ボトル部分を持って、さく乳をしないでくださ
い。さく乳口に不必要な力が加わり、乳房が圧
迫されることで、乳管の詰まりやうっ滞が起こ
る可能性があります。

注意

情報i

8.3  Swing Maxi Flex – ダブルポ
ンプの準備

1

楕円形のさく乳口は、360°自由に回転さ
せることができ、一番快適なアングルを
選んで胸にフィットさせることができま
す。

を押してさく乳器の電源を入れま
す。

4
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2
1

3

乳頭がトンネルの中央にくるように、さく
乳口を乳房にかぶせます。

親指と人差し指でさく乳口を持ちなが
ら、乳房にあてます。 
手の平で乳房を支えます。

5

もう一方の乳房も同様に、乳首がトンネ
ルの中央にくるように、さく乳口を乳房
にかぶせます。

さ
く
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。
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8. さく乳

4

8.4  Swing Maxi Flex – Easy 
Expressionハンズフリーさく
乳ブラによるさく乳の準備

1

Easy Expressionハンズフリーさく乳ブ
ラを装着し、上部のフックを留めます。

•  Easy Expressionハンズフリーさく乳ブラは
別売です。詳細情報については、 
www.medela.jpをご覧ください。

組み立てたポンプセットをさく乳口に接
続します。

指示i
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さく乳を開始します。

1

ジッパーはわずかに開けたままにします。

2 3

乳頭がさく乳口のトンネルの中心にくるよ
うに、ハンズフリーさく乳ブラの下の乳房
にさく乳口をあてます。
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4

8.5 さく乳

1

を押してさく乳器の電源を入れます。
      刺激フェーズは最大2分間続きます。その

後、刺激フェーズはさく乳フェーズへ自動的
に切り替わります。

æ

を押してさく乳器のスイッチをオフ
にします。

•  Swing Flex/Swing Maxi Flex電動さく乳器の電
源が入ったまま30分間ボタン操作が行われない
と、電源は自動的にオフになります。

•  さく乳時、チューブをねじらないでください。

8. さく乳

ライト点灯 オン

ライト消灯 オフ

規則的な点滅 刺激フェーズ

ライト常時点灯 さく乳フェーズ

高速点滅 最少/最大 吸引圧

以下の表はLEDランプによる表示の一覧です：

•  さく乳後は、必ずSwing Flex/Swing Maxi Flex
の電源を切り、ACアダプターをコンセントから
抜いてください。

•  母乳を150 ml以上ボトルに入れないでくださ
い。

•  少量の母乳しかさく乳できない場合や、まったく
母乳が出ない場合、あるいはさく乳に痛みが伴
う場合は、ラクテーション・コンサルタントまた
は母乳育児専門の医療従事者にご相談くださ
い。

情報i

指示i

注意
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ボトルが倒れないようにボトルスタンド
をご利用ください。

5 6

ボトルのふたを閉めます。
     9章「母乳の保存と解凍」の指示に従っ

てください。
æ

母乳が早めに出始めた場合、 を押
してさく乳フェーズに切り替えます。
     母乳がボトルへ正常に流れていること

を確認します。
æ

2 3

吸引圧はどちらのフェーズでも調整できま
す。最大快適吸引圧： を押して、やや不
快に感じるまで吸引圧を上げます。次に、

を押して、快適に感じるまで少し吸引圧
を下げます。

6章
に

従
っ

て
洗

浄
し

て
く

だ
さ

い
。
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9. さく乳した母乳の保存と解凍

9.1  保存
さく乳直後の母乳の保存に関するガイドライン（健康な正期産児の場合）

室温
16～25	°C	(60～77°F)

冷蔵庫
4	°C	(39	°F)以下

冷凍庫
–18	°C	(0	°F)以下

冷蔵庫で解凍した母乳

4時間以内の使用が最適	

*非常に清潔な環境でさく乳さ
れた母乳の場合は最大6時間
まで

3日以内の使用が最適

*非常に清潔な環境でさく乳さ
れた母乳の場合は最大5日間
まで

6ヵ月以内の使用が最適

*非常に清潔な環境でさく乳さ
れた母乳の場合は最大9ヵ月
間まで

室温：	
2時間以内

冷蔵：
24時間以内

再冷凍しないでください！

•  さく乳した母乳は、母乳ボトルや母乳保存バッグに入れて冷凍できます。母乳は冷凍すると膨張する
ので、母乳ボトル/母乳保存バッグの中に母乳を3/4以上入れないようにします。

•  さく乳した日付と量を母乳ボトルや母乳保存バッグに記入します。
•  ボトルや部品は凍ると壊れやすくなり、落下により破損する恐れがあります。
•  母乳ボトルや部品に傷や損傷などがある場合は、ご使用にならないでください。

9.2  冷凍

母乳の解凍や加温を電子レンジや沸騰したお湯の入った鍋の中で絶対に行わないでください。そうする
ことで母乳中の重要な成分を保持することができ、また火傷を予防することもできます。

•  母乳の成分を保つには、冷蔵庫内で一晩かけて解凍します。または、温水（37°C/98.6°F以下）に母乳
ボトルまたは母乳保存バッグをつけて解凍します。

•  ボトルまたはバッグを優しく振って、分離した脂肪を混ぜ合わせます。母乳を激しく振ったり、かき混ぜ
たりしないでください。

9.3  解凍
注意

*非常に清潔な条件下でさく乳をするためのガイドライン: 

さく乳を始める前に、お母さまは、石けんと水、またはアルコールベースの手指消毒剤を使って、手を洗
います。さく乳器の部品、ボトル、さく乳を行う場所を清潔にする必要があります。おっぱいと乳首を、
さく乳の前に洗浄する必要はありません。

•  母乳の保存と解凍に関するこのガイドラインは、当社の推奨内容です。より詳しくは、ラクテーション
コンサルタントまたは母乳育児専門の医療従事者にご相談ください。

•  母乳は冷蔵庫で最も温度が低い場所に保存してください。
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9. さく乳した母乳の保存と解凍 10. トラブルシューティング

トラブル 確認事項と解決方法

モーターが動かない場
合

電源が接続されているか確認します。
電池が正しく挿入されているか確認します。

吸引圧が弱い、または
吸引しない場合

メンブレンは清潔で、薄くなったり、破れたりしていないか確認します。
メンブレンとコネクターの端に隙間ができていないか、蓋がしっかりと閉
まっているか確認します。
接続部をすべてチェックしてください。
コネクター背面にチューブの端が正しく差し込まれているか、さく乳のチュ
ーブポートへ正しく差し込まれているか確認します。シングルポンプ使用の
際は、使わないチューブをチューブホルダーにしっかりと差し込んでくださ
い。
チューブ内に水が入らないようにしてください。
さく乳時、チューブをねじらないでください。
さく乳口と乳房の間に隙間ができないよう確認します。
すべての部品は完全に乾燥させてください。

チューブ内につまりが
ある場合

6.5章の記載にしたがってチューブを洗浄します。チューブの水を十分に切
ってください。

さく乳器が濡れている
場合

ACアダプターをコンセントから抜きます。
モーターのスイッチをオフにします。
モーターを裏返しにしないでください。操作パネルが上を向くようにして
ください。
モーターを乾燥した暖かい場所に24時間保管します。

注意:
モーターを直射日光のあたるところにさらさないでください。
無理な加熱で乾燥プロセスを早めないでください。
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11. 保証/廃棄

保証
保証に関する詳細情報は同封の「国際保証」冊子にて確認頂けます。

廃棄

 

この製品は個人使用を目的として製造されています。複数名が共同使用されると二次感染など、赤ち
ゃんとお母さま自身の健康を害する可能性があります。
本製品は金属およびプラスチック製であり、欧州指令2011/65/EUおよび2012/19/EUに従って廃棄する
ようにしてください。さらに、地域のガイドラインも遵守する必要があります。本製品とそのオプション
品は必ず地域の廃棄ガイドラインに従って廃棄してください。
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12. スペア部品とオプション品

Swing Flex/Swing Maxi Flex製品番号
製品番号 製品

101033769
101033829

Swing Flex電動さく乳器 EN JA (米国/日本アダプタ)
Swing Maxi Flex電動さく乳器 EN JA (米国/日本アダプタ)

Swing Flex用スペア部品
製品番号 製品

099.0016 
099.0017 
101033542
099.0018 
099.0276
101038305

Swing Flexアダプター(100-240V; 4.8V)欧州
Swing Flexアダプター(100-240V; 4.8V)英国
Swing Flexアダプター(100-240V; 4.8V)米国/日本
Swing Flexアダプター(100-240V; 4.8V)オーストラリア/ニュージーランド
Swing Flexアダプター(100-240V; 4.8V)中国
Swing Flexアダプター(100-240V; 4.8V)韓国

099.0015 Swing Flex電動さく乳器 モーター
101034002 Swing Flexチューブ
101034009 PersonalFit Flex コネクタ

Swing Maxi Flex用スペア部品
製品番号 製品

099.0271
099.0272 
101033543 
099.0273
 099.0274
101038303

Swing Maxi Flexアダプター(100-240V; 12V)欧州
Swing Maxi Flexアダプター(100-240V; 12V)英国
Swing Maxi Flexアダプター(100-240V; 12V)米国/日本
Swing Maxi Flexアダプター(100-240V; 12V)オーストラリア/ニュージーランド
Swing Maxi Flexアダプター(100-240V; 12V)中国
Swing Maxi Flexアダプター(100-240V; 12V)韓国

099.0270 Swing Maxi Flex電動さく乳器 モーター
101034003 Swing Maxi Flexチューブ
101034009 PersonalFit Flex コネクタ

製品番号をご指定頂ければ、以下のSwing Flex/Swing Maxi Flex電動さく乳器用オプション品を
Medela正規取り扱い店よりご購入いただけます。（一部の部品と、オプション品は日本ではお取り扱い
がございません。）
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*  さく乳がうまくいかない場合、あるいは痛みがある場合、ラクテーション・コンサルタントまたは母乳育児専
門の医療従事者にご相談ください。正しいさく乳口サイズを選ぶことで、より快適で効果的にさく乳ができ
ます。

12. スペア部品とオプション品

Swing Flex/Swing Maxi Flex用オプション品
製品番号 製品

101033957*
101033991*
101033996*
101034001*

PersonalFit Flex さく乳口Sサイズ (21 mm)
PersonalFit Flex さく乳口Mサイズ (24 mm)
PersonalFit Flex さく乳口Lサイズ (27 mm)
PersonalFit Flex さく乳口XLサイズ (30 mm)

008.0072
008.0091

母乳ボトル150 ml（3本セット）
母乳ボトル250 ml（2本セット）

008.0064 Quick Clean マイクロスチームバッグ（日本未発売）

その他のMedela製品は、www.medela.jpウェブサイトで検索可能です。
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Swing FlexおよびSwing Maxi Flexは、IEC 60601-1-2:2007第3版およびIEC 60601-1-2:2014第4版の7項
および8.9項の要件に従ってEMC試験済みです。

13. EMC/技術的解説

警告 – Swing FlexおよびSwing Maxi Flex電動さく乳器を、他の機器と隣接させて使用したり、
積み重ねて使用しないでください。他の機器と隣接させた使用、または積み上げた状態での使用が必
要な場合は、Swing Flex/Swing Maxi Flex電動さく乳器がその使用環境において正常に動作するかど
うか観察・確認することが必要です。無線ホームネットワーク機器、携帯電話、コードレス電話や、それ
らのベースステーション、およびトランシーバーなどの無線通信機器は、Swing Flex/Swing Maxi Flex
電動さく乳器に影響を及ぼす可能性があるので、これらの機器から30 cm以上は離すようにしてくださ
い。
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吸引圧（約）
–35 ... –250 mmHg
– 5 ... – 33 kPa
45 ...  111 cpm

作動時

輸送/保管

6 x 1.5 V、アルカリ電池
単4形（AAA, Micro, LR03）

121 x 129 x 57 mm

作動時/輸送/保管

290 g

220 g

作動時/輸送/保管

In Out
100-240 V~   50/60 Hz
max. 0.6 A

12 V 
1.5 A

断続

吸引圧（約）
–35 ... –250 mmHg
– 5 ... – 33 kPa
45 ...  111 cpm

4 x 1.5 V、アルカリ電池 
単3形(AA Mignon LR6)

121 x 129 x 57 mm

300 g

200 g

作動時/輸送/保管

In Out
100-240 V~  50/60 Hz
max. 0.5 A

4.8 V 
1.2 A

断続

作動時

輸送/保管

作動時/輸送/保管

14. 技術規格

Swing Flex

Swing Maxi Flex
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone  +41 41 562 51 51  
www.medela.com 

Japan
Medela Japan
13F 2-26-2 Sasazuka,
Shibuya, Tokyo 
Japan
Phone +81 3 3373 3450
Fax +81 3 3373 3457
info@medela.jp
www.medela.jp
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