ミルクボトル
授乳だけではない、
お口の発育にも繋がる新しいカタチ
ふっくらした基部
弾力があるので、
お口にフィットします。

■赤ちゃんにとって飲みやすい
長めの乳頭部

飲みやすい形状

スパイラル
リング
空気弁

おでかけミルクボトル

ほにゅうか

舌の動きに合わせて伸縮する
形状でおっぱいのような感覚で
飲むことができます。
また、空気弁がミルクの流れを
スムーズにします。

哺乳窩※1 に収まりやすく
正しい舌の位置で飲みやすい
乳首です。
※1 哺乳窩とは、
ほ乳期の⾚ちゃんの上あご中央に
ある丸いくぼみのこと。

おうちミルクボトル

口腔機能の発達を促す形態
正しい舌の位置でのほ乳動作から嚥下につなげることにより
飲み込む力を鍛え、
スムーズに離乳食を開始できます。
（松本歯科大学 蓜島教授）

舌の圧力

■ママにとってお手入れしやすい
一体化している乳首パーツ

２サイズで授乳期間をカバー
もっと詳しく
知りたい方は

バラバラが…

●

おうちミルクボトル

おでかけミルクボトル

パーツが少なく準備やお手入れが簡単です。さらに、
消毒後の
乳首に触れることなくセットができて衛生的です。

0〜3カ月用

3〜18カ月用

特設ページ ●

※2

※2 下記製品は⾮対応となります
・おでかけミルクボトル本体
・ステップアップパーツ（別売）

おうちミルクボトル

取り付け簡単

おでかけミルクボトル

まわして取り付け

お手入れで必要な消毒がしやすい耐熱ガラ
ス素材。ミルクを入れた時の美しさにもこ
だわりました。

ボトルの上からパチッと
はめるだけ。

ガラスのような透明感を持ち、軽くて丈夫
なトライタン※3を採用しています。

プラスチック部分を持って
つけられるので衛生的。

※3 トライタンはイーストマンケミカル社の社標です。

◆3〜18カ⽉頃

◆3〜18カ⽉頃

◆0〜3カ⽉頃

◆0〜3カ⽉頃

3つ穴

6つ穴

3つ穴

6つ穴

おうちミルクボトル 100mL
価格︓1,300円(税抜) ⼊数︓20

おうちミルクボトル 200mL
価格︓1,500円(税抜) ⼊数︓20

おでかけミルクボトル 160mL
価格︓1,600円(税抜) ⼊数︓20

おでかけミルクボトル 240mL
価格︓1,700円(税抜) ⼊数︓20

サイズ/5.8×6×12.8H(cm)
最⼤⽬盛容量/100mL
材質/合成ゴム(シリコーンゴム)、
ほうけい酸ガラス

サイズ/5.8×6×17H(cm)
最⼤⽬盛容量/200mL
材質/合成ゴム(シリコーンゴム)、
ほうけい酸ガラス

JANコード 4945680 20190-2

JANコード 4945680 20191-9

サイズ/φ6×14H(cm)
最⼤⽬盛容量/160mL
材質/合成ゴム(シリコーンゴム)、
ポリフェニルサルホン、
飽和ポリエステル樹脂、ポリプロピレン

サイズ/φ6×17H(cm)
最⼤⽬盛容量/240mL
材質/合成ゴム(シリコーンゴム)、
ポリフェニルサルホン、
飽和ポリエステル樹脂、ポリプロピレン

JANコード 4945680 20194-0

JANコード 4945680 20195-7

◆0〜3カ⽉頃

◆3〜18カ⽉頃

◆0〜3カ⽉頃

◆3〜18カ⽉頃

おうちミルクボトル⽤
乳⾸ 0-3
価格︓600円(税抜) ⼊数︓20

おうちミルクボトル⽤
乳⾸ 3-18
価格︓600円(税抜) ⼊数︓20

おでかけミルクボトル⽤
乳⾸ 0-3
価格︓1,000円(税抜) ⼊数︓20

おでかけミルクボトル⽤
乳⾸ 3-18
価格︓1,000円(税抜) ⼊数︓20

サイズ/5.9×5×7.2H(cm)
材質/合成ゴム(シリコーンゴム)

サイズ/5.9×5×7.2H(cm)
材質/合成ゴム(シリコーンゴム)

JANコード 4945680 20192-6

JANコード 4945680 20193-3

サイズ/φ6×6.2H(cm)
材質/合成ゴム(シリコーンゴム)、
ポリフェニルサルホン、

サイズ/φ6×6.2H(cm)
材質/合成ゴム(シリコーンゴム)
ポリフェニルサルホン、

JANコード 4945680 20196-4

JANコード 4945680 20197-1

ストローで飲めるようになったら、ストローボトルに変身！
おでかけミルクボトルは、別売りパーツでステップアップ♬

◆7カ⽉頃〜

おでかけミルクボトル
ステップアップパーツ
価格︓600円(税抜) ⼊数︓20
サイズ/8×7.2×3.1H(cm)
材質/ポリプロピレン、ステンレス鋼、
シリコーンゴム
JANコード 4945680 20209-1

富⼭市⽔橋桜⽊136 〒939-0592

TEL(076)478-2218

FAX(076)478-2259

www.richell.co.jp

※製品仕様、梱包仕様、⾊、及び価格は予告なく変更することがあります。
※印刷のため⾊調は実物と異なることがあります。
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ピーナッツコレクション
おでかけミルクボトル

長めの乳頭部
ほにゅうか

哺乳窩※に収まりやすく、
乳首が
飲みやすい位置に届きます。
※哺乳窩とは、
ほ乳期の⾚ちゃんの
上あご中央にある丸いくぼみのこと。

人気のおでかけミルクボトルに
新柄が登場！

ふっくらした基部
弾力があるので、
お口にフィットします。

赤ちゃんには飲みやすく、ママにはお手入れしやすい。
ボトルはミルクや目盛りが見やすいトライタン※
※トライタンはイーストマンケミカル社の商標です。

ガラスの
ような
透明感

軽くて
丈夫

BPA
FREE

飲みやすい形状

煮沸・薬液
消毒OK

スパイラル
リング
空気弁

従来は

舌の動きに合わせて伸縮し、
空気弁が流れをスムーズに
するので、
おっぱいのような
感覚で飲むことができます。

ひとつの
パーツに！

乳首と口部が
バラバラ

乳首をプラスチック部品にはめ込む作業が
なくなり、
消毒後の乳首に触れずにセット
することができるので衛生的です。

240mL

赤ちゃんの口腔機能発達を促すカタチ
正しい舌の位置でのほ乳動作から嚥下につなげる
ことにより、
スムーズに離乳食を開始できます。
（松本歯科大学 蓜島教授）

160mL

0〜3カ⽉頃

ピーナッツコレクション
おでかけミルクボトル 160mL
価格︓1,800円(税抜) ⼊数︓20

3〜18カ⽉頃

サイズ/φ6×14H(cm)
最⼤⽬盛容量/160mL
材質/合成ゴム(シリコーンゴム)、
ポリフェニルサルホン、
飽和ポリエステル樹脂、ポリプロピレン
3つ穴

JANコード 4945680 20070-7

ピーナッツコレクション
おでかけミルクボトル 240mL
価格︓1,900円(税抜) ⼊数︓20
サイズ/φ6×17H(cm)
最⼤⽬盛容量/240mL
材質/合成ゴム(シリコーンゴム)、
ポリフェニルサルホン、
飽和ポリエステル樹脂、ポリプロピレン

6つ穴

JANコード 4945680 20071-4

＼もっと詳しく／

ストロー飲みができるようになったら、ストローマグに変身！
別売りパーツでステップアップ♬
7カ⽉頃〜

舌の圧力

●

特設ページ ●

おでかけミルクボトル ステップアップパーツ
価格︓600円(税抜) ⼊数︓20
サイズ/8×7.2×3.1H(cm)
材質/ポリプロピレン、ステンレス鋼、シリコーンゴム
JANコード 4945680 20209-1

富⼭市⽔橋桜⽊136 〒939-0592

TEL(076)478-2218

FAX(076)478-2259

www.richell.co.jp

※製品仕様、梱包仕様、⾊、及び価格は予告なく変更することがあります。
※印刷のため⾊調は実物と異なることがあります。
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ミッフィー
おでかけミルクボトル

長めの乳頭部
ほにゅうか

哺乳窩※に収まりやすく、
乳首が
飲みやすい位置に届きます。
※哺乳窩とは、
ほ乳期の⾚ちゃんの
上あご中央にある丸いくぼみのこと。

人気のおでかけミルクボトルに
新柄が登場！

ふっくらした基部
弾力があるので、
お口にフィットします。

赤ちゃんには飲みやすく、ママにはお手入れしやすい。
ボトルはミルクや目盛りが見やすいトライタン※
※トライタンはイーストマンケミカル社の商標です。

ガラスの
ような
透明感

軽くて
丈夫

BPA
FREE

飲みやすい形状

煮沸・薬液
消毒OK

スパイラル
リング
空気弁

従来は

舌の動きに合わせて伸縮し、
空気弁が流れをスムーズに
するので、
おっぱいのような
感覚で飲むことができます。

ひとつの
パーツに！

乳首と口部が
バラバラ

乳首をプラスチック部品にはめ込む作業が
なくなり、
消毒後の乳首に触れずにセット
することができるので衛生的です。

240mL

赤ちゃんの口腔機能発達を促すカタチ
正しい舌の位置でのほ乳動作から嚥下につなげる
ことにより、
スムーズに離乳食を開始できます。
（松本歯科大学 蓜島教授）

160mL

0〜3カ⽉頃

ミッフィー
おでかけミルクボトル 160mL
価格︓1,800円(税抜) ⼊数︓20

3〜18カ⽉頃

サイズ/φ6×14H(cm)
最⼤⽬盛容量/160mL
材質/合成ゴム(シリコーンゴム)、
ポリフェニルサルホン、
飽和ポリエステル樹脂、ポリプロピレン
3つ穴

JANコード 4945680 20072-1

ミッフィー
おでかけミルクボトル 240mL
価格︓1,900円(税抜) ⼊数︓20
サイズ/φ6×17H(cm)
最⼤⽬盛容量/240mL
材質/合成ゴム(シリコーンゴム)、
ポリフェニルサルホン、
飽和ポリエステル樹脂、ポリプロピレン

6つ穴

JANコード 4945680 20073-8

＼もっと詳しく／

ストロー飲みができるようになったら、ストローマグに変身！
別売りパーツでステップアップ♬
7カ⽉頃〜

舌の圧力

●

特設ページ ●

おでかけミルクボトル ステップアップパーツ
価格︓600円(税抜) ⼊数︓20
サイズ/8×7.2×3.1H(cm)
材質/ポリプロピレン、ステンレス鋼、シリコーンゴム
JANコード 4945680 20209-1

富⼭市⽔橋桜⽊136 〒939-0592

TEL(076)478-2218

FAX(076)478-2259

www.richell.co.jp

※製品仕様、梱包仕様、⾊、及び価格は予告なく変更することがあります。
※印刷のため⾊調は実物と異なることがあります。
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液体ミルク用 乳首
ほ乳びん不要!
液体ミルクがそのまますぐ飲める!
液体ミルクの缶や紙パックの中身を
ほ乳びんへ移し替えずに直飲みできます。
液体ミルク用乳首があるとこんなに便利

パッケージは
携帯・保管用に
使えて便利。

繰り返し使える!
洗浄・消毒OK!

コンパクトで
持ち歩きOK!

新生児〜12カ月頃

液体ミルク缶用 乳首

太い缶用

細い缶用

クロスカット

クロスカット

飲み口をあけた缶にそのまま取り付けます。

缶ミルク乳首(太い缶用)
価格︓500円(税抜) 入数︓18

缶ミルク乳首(細い缶用)
価格︓500円(税抜) 入数︓18

サイズ/7.1×7.6×5.9H(cm)
個装サイズ/13.7×8×14.5(cm)
材質/熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン
対応缶径/φ6cm

サイズ/6.5×7×5.9H(cm)
個装サイズ/12.2×7.5×14.5(cm)
材質/熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン
対応缶径/φ5.2cm

JANコード

JANコード

4945680 20086-8

4945680 20085-1

新生児〜12カ月頃
紙パック用

液体ミルク紙パック用 乳首
固定ホルダーにストローを外した紙パック飲料を取り付けます。
STEP1

STEP2

STEP3

固定ホルダー
紙パックをしっかり
ホールドします。

Y型カット

紙パックミルク乳首
価格︓500円(税抜) 入数︓36
サイズ/4.5×5×14.5H(cm)
個装サイズ/16×6.5×15(cm)
材質/合成ゴム(シリコーンゴム)、
ポリプロピレン
対応紙パック/約5×3×8.7(cm)
JANコード︓4945680 20068-4

富山市水橋桜木136 〒939-0592

TEL(076)478-2218

FAX(076)478-2259

www.richell.co.jp

※製品仕様、梱包仕様、色、及び価格は予告なく変更することがあります。
※印刷のため色調は実物と異なることがあります。
2104
※表示価格には消費税が含まれておりません。

