日常に「特別」なきらめきを…、
特別な存在の赤ちゃんに、特別なマグを

自分らしさをもっと育児にも。
まいにち使う赤ちゃんのマグにも、自分らしいセンスをプラス。
ママはもちろん、家族みんながうれしくなる、特別なマグ。

ライトグレー

ライトブルー

ピンク

夜明けをイメージした
品のあるグレー

空や海をイメージさせる
ニュアンスブルー

大人可愛い
コーラルピンク

おうちの中で
おうちコップマグ ストロータイプ

おうちコップマグ 直飲みタイプ

ストロー飲み練習ができるコップマグ

直飲み練習ができるコップマグ

STEP1

STEP2

STEP3

STEP1

STEP2

STEP3

まずは吸う練習

「吸う」を覚えたら
自分でストロー飲み

フタを外せば
コップに

まずは飲み口にためて
スプーン飲み練習

少しずつ飲めるように
なったら自分で直飲み

フタを外せば
コップに

おで かけ先で
おでかけストローマグ

倒れても安心！もれないストローマグ

※

ガラスのように透明感があり、軽くて丈夫なボトルです。

ステップアップがスムーズ
おうちコップマグ
ストロータイプ

ハンドルなしでも
持てるようになったら

おでかけストローマグ

飲み口の先端が一緒なので、スムーズにステップアップ

開け締めがラク

ハンドルを外して
コンパクトに持ち運び

手前ストローで飲み切れる

従来品

半回転でフタが
締められるネジ形状です。

ッと回すだけ！
クル

従来品と比べ、ストローが手前に
くるように改良し、飲み切りやすくなりました。

倒れても安心

もれない独自の空気弁を採用しています。※

ストラップベルト付き

バックから取り出す時や
持ち歩くのにも便利です。
「おうちおでかけスタートセット」
「
、おでかけストロー直飲みセット」
に付属しています。

ストロー飲みから直飲みへステップアップ

おでかけ直飲みマグパーツに付け替えて
直飲みマグとして使用できます。

※
「もれない」
とは誤使用、
空気弁の破損や経年劣化による場合などを除きます。
なお、
本品は完全密閉ではありません。
カバーを開いた状態で、
横倒しで数分間放置したり、
振ったりすると中の飲み物がもれる可能性があります。

おうちコップマグ ストロータイプ
手前にくるストローで
飲みきれる

対象月齢/6カ月頃〜

一体型ストローで
お手入れ簡単

॔५ॱشउअठ॥ॵউঐॢ
५ॺটॱشॖউ
ત؟ ઘ௷ ؙোਯ؟

ライトグレー

ライトブルー

१ॖ६¼¼+ FP
ઍP/
ਈপ৯ాઍP/
౫ସᆳਮএজग़५ॸঝؚ
३জ॥شথ०
ছॖॺॢঞ ش/*

ছॖॺঈঝ ش/%  

おうちコップマグ 直飲みタイプ
少しずつ出るから
むせにくい

少ないパーツで
お手入れ簡単

対象月齢/7カ月頃〜

॔५ॱشउअठ॥ॵউঐॢ
ઉධाॱॖউ
ત؟ ઘ௷ ؙোਯ؟
१ॖ६¼¼+ FP
ઍP/
ਈপ৯ాઍP/
౫ସᆳਮএজग़५ॸঝؚ
३জ॥شথ०
ライトブルー

ライトグレー

ছॖॺॢঞ ش/*

ছॖॺঈঝ ش/%  

おでかけストローマグ
対象月齢/7カ月頃〜

॔५ॱشउदऊऐ५ॺটشঐॢ

ત؟ ઘ௷ ؙোਯ؟
१ॖ६¼¼+ FP
ઍP/
ਈপ৯ాઍP/
౫ସᆳਮএজग़५ॸঝؚ
এজউটআঞথؚ३জ॥شথ०
ライトグレー

ライトブルー

ピンク

星を夜明けの空にちりばめ、

お月様を添え、おでかけに

おでかけに連れていってくれる

特別な赤ちゃんを王冠にイメージ

連れて行ってくれる木馬をイメージ

ガラスの靴、馬車をイメージ

ছॖॺॢঞ ش/*
ছॖॺঈঝ ش/%
আথॡ 3 





॔५ॱشउदऊऐ५ॺটشঐॢ

ત؟ ઘ௷ ؙোਯ؟
१ॖ६¼¼+ FP
ઍP/
ਈপ৯ాઍP/
౫ସᆳਮএজग़५ॸঝؚ
এজউটআঞথؚ३জ॥شথ०
星を夜明けの空にちりばめ、

たくさんのバルーンとプレゼントで

小鳥が花束、花冠を作って

特別な赤ちゃんを王冠にイメージ

お祝い & 特別感をイメージ

一緒にお祝いしているイメージ

ছॖॺॢঞ ش/*
ছॖॺঈঝ ش/%
আথॡ 3 





おうちおでかけスタートセット

はじめてのストロー練習から、自分でストロー飲みへ STEP UP!
ストラップベルト付きは
セットだけ！

対象月齢/6カ月頃〜

॔५ॱشउअठउदऊऐ५ॱॺش७ॵॺ
ત؟ ઘ௷ ؙোਯ؟
ಎ१ॖ६¼¼ FP
౫ସᆳਮএজग़५ॸঝؚএজউটআঞথؚ
३জ॥شথ०
ছॖॺॢঞ ش/*
ছॖॺঈঝ ش/%

ライトグレー

७ॵॺઍ
؞ؙउअठ॥ॵউঐॢ५ॺটॱشॖউ
؞ؙउदऊऐ५ॺটشঐॢ
؞ؙ५ॺছॵউঋঝॺ

ライトブルー

おでかけストロー直飲みセット

ؙ
ؙ

ストラップベルト付きは
セットだけ！

ストロー飲みから直飲みへ STEP UP!
対象月齢/7カ月頃〜

॔५ॱشउदऊऐ५ॺটشઉධा७ॵॺ
ત؟ ઘ௷ ؙোਯ؟
ಎ१ॖ६¼¼ FP
౫ସᆳਮএজग़५ॸঝؚএজউটআঞথؚ
३জ॥شথ०
ছॖॺॢঞ ش/*
ছॖॺঈঝ ش/%

ؙ
ؙ

७ॵॺઍ
؞ؙउदऊऐ५ॺটشঐॢ
؞ؙउदऊऐઉධाঐॢঃॶش
؞ؙ५ॺছॵউঋঝॺ

ライトグレー
ライトブルー

別売パーツ
対象月齢/8カ月頃〜

॔५ॱش
ঐॢ৷५ॺটش७ॵॺ6
ঐॢ৷५ॺটش७ॵॺ6
ঐॢ৷ঃॵय़থ3
उदऊऐઉධाঐॢঃॶش
ત؟ ઘ௷ ؙোਯ ؙؙؙ؟ત؟ ઘ௷ ؙোਯ ؙؙؙ؟ત؟ ઘ௷ ؙোਯؙؙؙ؟
ત؟ ઘ௷ ؙোਯ ؙؙؙ؟ಎ१ॖ६¼¼ FP
ಎ१ॖ६¼¼ FP
ಎ१ॖ६¼¼ FP
ಎ१ॖ६¼¼ FP
౫ସএজউটআঞথؚ३জ॥شথ०
-$1॥ॻش

౫ସ३জ॥شথ०
॥ো

౫ସ३জ॥شথ०
७ॵॺো

౫ସ३জ॥شথ०
॥ো

-$1॥ॻش

-$1॥ڮॻش

-$1॥ڲॻش

୕ଶؙٿ7(/  )ؙ$;  ؙZZZULFKHOOFRMS

پଲષலؚᔳෆலؚ౦ؚलતमઔऩऎಌघॊऒधऋँॉऽघ؛
پഀླྀभञी౦৹मৰध౮ऩॊऒधऋँॉऽघ؛

ંپતपमાઘऋஅऽोथउॉऽच॒؛

ステップアップマグセット

正しく “ ステップアップ ”

トライマグ

ストローレッスンマグからステップアップ！ 3 段階で使えるトレーニングセット
対象月齢/5カ月頃〜

トライ ステップアップマグセットSD
価格︓2,500円(税抜) ⼊数︓10
個装サイズ/26.2×7.8×20.2(cm)
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム
ライトブルー(LB)
ブラウン(BR)

4945680 20361-6
4945680 20362-3

セット内容/
・ストローレッスンマグSD
・ストローマグパーツSD
・コップレッスンマグパーツSD

step

2

step

3

step
ライトブルー

1

ブラウン

ステップアップマグセット プレミアム

成長やシーンに合わせて使えるプレミアムセット !
対象月齢/5カ月頃〜

トライ ステップアップマグセット プレミアムSD
価格︓5,000円(税抜) ⼊数︓10
個装サイズ/27×7.8×25(cm)
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム、
ステンレス鋼
ライトブルー(LB)
ライトグレー(LG)

ライトブルー

自然な唇の動きを覚えて

正しくステップアップ

4945680 20363-0
4945680 20364-7

おっぱいやほ乳びんから水分を補給していた赤ちゃんが、
マグやコップから自分で飲み物を飲めるようになるには、
成長に合わせたトレーニングが必要です。

セット内容/
・ストローレッスンマグSD
・保冷ストローマグSD
・コップレッスンマグパーツSD
・ストローマグ⽤飲み⼝2コ
・ストロー2本

ライトグレー

1

step.

step.
別売パーツ
対象⽉齢/7カ⽉頃〜

対象⽉齢/5カ⽉頃〜

対象⽉齢/8カ⽉頃〜

トライ ストローレッスンマグパーツSD
価格︓800円(税抜) ⼊数︓20

トライ ストローマグパーツSD
価格︓600円(税抜) ⼊数︓20

トライ コップレッスンマグパーツSD
価格︓800円(税抜) ⼊数︓20

サイズ/11.5×7.2×8.8H(cm)
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム

サイズ/11.5×7.2×7.6H(cm)
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム

サイズ/11.4×6.6×8.5H(cm)
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム

ホワイト(W) 4945680 20365-4

ホワイト(W) 4945680 20366-1

ホワイト(W) 4945680 20367-8

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。
2112
※表⽰価格には消費税が含まれておりません。

2

幅広飲み口

細め飲み口

ストローレッスンマグ

ストローマグ

すぼめる
練習

吸う練習

3

step.

コップ
レッスンマグ

閉じて飲む
練習

ストローマグ・保冷ストローマグ
ストローレッスンマグ

ストローマグが「漏れない！」ワケ

対象月齢/5カ月頃〜

※1

トライ ストローレッスンマグSD
価格︓1,300円(税抜) ⼊数︓20
バッグ内で縦に振られた際の
漏れ出し※2 ※3

温水が入った状態でカバーを
開けたとき※2

サイズ/11.5×7.5×12H(cm)
容量/270mL
最⼤⽬盛容量/200mL
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム

冷水が入った状態でカバーを
開けたとき※2

広めのやわらか飲み口

ライトブルー

ポイントは独自の新空気弁

カバーを開けっ放しで放置した
とき※2 ※3

さらに、カバーを開けると同時にボトル内の圧力が抜ける

ブルー

4945680 20350-0
4945680 20351-7
4945680 20352-4

対象月齢/7カ月頃〜

ストローマグ

新しくなった空気弁により、漏れないストローマグを実現。

パープル

ライトブルー(LB)
パープル(PU)
ブルー(B)

カバーが開いた状態で不意に
倒れてしまったとき※2 ※3 ※4

バルブ構造で噴き出しを防ぎます。
※1「漏れない」とは誤使用、空気弁の破損や経年劣化による場合などを除く
※2環境温度と飲み物の温度による(環境温度23±5℃)
※3飲み物の温度は常温
※4数分間放置した場合は除く

レッド

3 つの

成長に合わせて組み合わせ

グレー

2 つの

飲み口

ボトル

サイズ/11.5×7.5×11H(cm)
容量/270mL
最⼤⽬盛容量/200mL
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム
レッド(R)
グレー(GY)
ブラウン(BR)
イエロー(Y)

楕円形状の細め
やわらか飲み口

成長やシーンに合わせて飲み口と

トライ ストローマグSD
価格︓1,300円(税抜) ⼊数︓20

ボトルを自由に組み合わせることが

4945680 20353-1
4945680 20354-8
4945680 20355-5
4945680 20356-2

できます。保冷ボトルは適温を
キープするので、暑い時期や

イエロー

ブラウン

コップレッスンマグ

長時間のおでかけに便利です。

ストロー

対象月齢/8カ月頃〜

トライ コップレッスンマグSD
価格︓1,300円(税抜) ⼊数︓20

ストロー
レッスン

コップ
レッスン

プラスチック本体

サイズ/11.4×7×11.6H(cm)
容量/270mL
最⼤⽬盛容量/200mL
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム

保冷ボトル

ライトグレー(LG)
イエロー(Y)
ライトグレー

どこからでも飲める

4945680 20357-9
4945680 20358-6

イエロー

丸型形状

保冷ストローマグ

ストローレッスン

コップレッスン

2つの飲み方で、ストローレッスンスタート！

正しい唇の動きが身につく飲み方で、コップ飲みマスター！

ストローは付け外し可能なので、まずは付けずにほ乳期と同じ姿勢で、
飲めるようになったらストローを付けて徐々にステップアップできます。

360°どこからでも飲める丸型形状です。
上唇を閉じるトレーニングができ、縁に下唇がフィットするので、舌の飛び出しを防ぎます。

ボトル内に
ストローなし

360°

上向きごくごく

このプレートを
押しながら
傾けると
飲み物が
出てきます。

対象月齢/7カ月頃〜

夏場や飲む量が増えたら、保冷ストローマグがおすすめ。
飲み口が一緒なのでスムーズにステップアップ。

適温キープ

ライトブルー

ライトグレー

ボトルは3つの飲み口に対応しています。

ボトル内に
ストローあり

下向きごくごく

保冷ストローマグ

ステンレス製の保冷ボトルで
おいしさキープ！
真空断熱構造だから、飲み物が外気の影響
を受けません。ぬるくならずに適温をキープ
できるので、暑い時期や長時間のおでかけに
も便利です。

サイズ/11.5×7.5×15H(cm)
実容量/300mL
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム、
ステンレス鋼

+

ライトブルー(LB)
ライトグレー(LG)
ストロー
レッスン

保冷ストローマグ

トライ 保冷ストローマグSD
価格︓3,000円(税抜) ⼊数︓20

ストロー

丸型
コップ

4945680 20359-3
4945680 20360-9

ストローマグ・保冷ストローマグ
ストローレッスンマグ

ストローマグが「漏れない！」ワケ

対象月齢/5カ月頃〜

※1

トライ ストローレッスンマグSD
価格︓1,300円(税抜) ⼊数︓20
バッグ内で縦に振られた際の
漏れ出し※2 ※3

温水が入った状態でカバーを
開けたとき※2

サイズ/11.5×7.5×12H(cm)
容量/270mL
最⼤⽬盛容量/200mL
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム

冷水が入った状態でカバーを
開けたとき※2

広めのやわらか飲み口

ライトブルー

ポイントは独自の新空気弁

カバーを開けっ放しで放置した
とき※2 ※3

さらに、カバーを開けると同時にボトル内の圧力が抜ける

ブルー

4945680 20350-0
4945680 20351-7
4945680 20352-4

対象月齢/7カ月頃〜

ストローマグ

新しくなった空気弁により、漏れないストローマグを実現。

パープル

ライトブルー(LB)
パープル(PU)
ブルー(B)

カバーが開いた状態で不意に
倒れてしまったとき※2 ※3 ※4

バルブ構造で噴き出しを防ぎます。
※1「漏れない」とは誤使用、空気弁の破損や経年劣化による場合などを除く
※2環境温度と飲み物の温度による(環境温度23±5℃)
※3飲み物の温度は常温
※4数分間放置した場合は除く

レッド

3 つの

成長に合わせて組み合わせ

グレー

2 つの

飲み口

ボトル

サイズ/11.5×7.5×11H(cm)
容量/270mL
最⼤⽬盛容量/200mL
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム
レッド(R)
グレー(GY)
ブラウン(BR)
イエロー(Y)

楕円形状の細め
やわらか飲み口

成長やシーンに合わせて飲み口と

トライ ストローマグSD
価格︓1,300円(税抜) ⼊数︓20

ボトルを自由に組み合わせることが

4945680 20353-1
4945680 20354-8
4945680 20355-5
4945680 20356-2

できます。保冷ボトルは適温を
キープするので、暑い時期や

イエロー

ブラウン

コップレッスンマグ

長時間のおでかけに便利です。

ストロー

対象月齢/8カ月頃〜

トライ コップレッスンマグSD
価格︓1,300円(税抜) ⼊数︓20

ストロー
レッスン

コップ
レッスン

プラスチック本体

サイズ/11.4×7×11.6H(cm)
容量/270mL
最⼤⽬盛容量/200mL
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム

保冷ボトル

ライトグレー(LG)
イエロー(Y)
ライトグレー

どこからでも飲める

4945680 20357-9
4945680 20358-6

イエロー

丸型形状

保冷ストローマグ

ストローレッスン

コップレッスン

2つの飲み方で、ストローレッスンスタート！

正しい唇の動きが身につく飲み方で、コップ飲みマスター！

ストローは付け外し可能なので、まずは付けずにほ乳期と同じ姿勢で、
飲めるようになったらストローを付けて徐々にステップアップできます。

360°どこからでも飲める丸型形状です。
上唇を閉じるトレーニングができ、縁に下唇がフィットするので、舌の飛び出しを防ぎます。

ボトル内に
ストローなし

360°

上向きごくごく

このプレートを
押しながら
傾けると
飲み物が
出てきます。

対象月齢/7カ月頃〜

夏場や飲む量が増えたら、保冷ストローマグがおすすめ。
飲み口が一緒なのでスムーズにステップアップ。

適温キープ

ライトブルー

ライトグレー

ボトルは3つの飲み口に対応しています。

ボトル内に
ストローあり

下向きごくごく

保冷ストローマグ

ステンレス製の保冷ボトルで
おいしさキープ！
真空断熱構造だから、飲み物が外気の影響
を受けません。ぬるくならずに適温をキープ
できるので、暑い時期や長時間のおでかけに
も便利です。

サイズ/11.5×7.5×15H(cm)
実容量/300mL
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム、
ステンレス鋼

+

ライトブルー(LB)
ライトグレー(LG)
ストロー
レッスン

保冷ストローマグ

トライ 保冷ストローマグSD
価格︓3,000円(税抜) ⼊数︓20

ストロー

丸型
コップ

4945680 20359-3
4945680 20360-9

ステップアップマグセット

正しく “ ステップアップ ”

トライマグ

ストローレッスンマグからステップアップ！ 3 段階で使えるトレーニングセット
対象月齢/5カ月頃〜

トライ ステップアップマグセットSD
価格︓2,500円(税抜) ⼊数︓10
個装サイズ/26.2×7.8×20.2(cm)
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム
ライトブルー(LB)
ブラウン(BR)

4945680 20361-6
4945680 20362-3

セット内容/
・ストローレッスンマグSD
・ストローマグパーツSD
・コップレッスンマグパーツSD

step

2

step

3

step
ライトブルー

1

ブラウン

ステップアップマグセット プレミアム

成長やシーンに合わせて使えるプレミアムセット !
対象月齢/5カ月頃〜

トライ ステップアップマグセット プレミアムSD
価格︓5,000円(税抜) ⼊数︓10
個装サイズ/27×7.8×25(cm)
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム、
ステンレス鋼
ライトブルー(LB)
ライトグレー(LG)

ライトブルー

自然な唇の動きを覚えて

正しくステップアップ

4945680 20363-0
4945680 20364-7

おっぱいやほ乳びんから水分を補給していた赤ちゃんが、
マグやコップから自分で飲み物を飲めるようになるには、
成長に合わせたトレーニングが必要です。

セット内容/
・ストローレッスンマグSD
・保冷ストローマグSD
・コップレッスンマグパーツSD
・ストローマグ⽤飲み⼝2コ
・ストロー2本

ライトグレー

1

step.

step.
別売パーツ
対象⽉齢/7カ⽉頃〜

対象⽉齢/5カ⽉頃〜

対象⽉齢/8カ⽉頃〜

トライ ストローレッスンマグパーツSD
価格︓800円(税抜) ⼊数︓20

トライ ストローマグパーツSD
価格︓600円(税抜) ⼊数︓20

トライ コップレッスンマグパーツSD
価格︓800円(税抜) ⼊数︓20

サイズ/11.5×7.2×8.8H(cm)
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム

サイズ/11.5×7.2×7.6H(cm)
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム

サイズ/11.4×6.6×8.5H(cm)
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム

ホワイト(W) 4945680 20365-4

ホワイト(W) 4945680 20366-1

ホワイト(W) 4945680 20367-8

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。
2112
※表⽰価格には消費税が含まれておりません。

2

幅広飲み口

細め飲み口

ストローレッスンマグ

ストローマグ

すぼめる
練習

吸う練習

3

step.

コップ
レッスンマグ

閉じて飲む
練習

NEW

ミッフィー スマートマグ
ダイレクト飲み口で
ストロー飲みから STEP UP！
1才半頃からでもダイレクト飲みができます。

ダイレクト飲み口
ダイレクト飲みとは？
ストローで飲めるようになった後の、
直接口をつけて飲む
方法のことです。

大人と同じ流量の飲み口なので
コップ飲みへスムーズに移行できます。

お手入れ簡単&衛生的!

赤ちゃんの歯は、舌で内側から押す力と唇で外側から
押す力のバランスによりきれいに並ぶようになっています。
唇の力がつくと、歯を外側から押すことができ、良い歯並び
につながります。
唇を鍛えるためには、飲むトレーニングが非常に重要です。

2WAYで長く使える
ダイレクトマグ

として

ストローレスでパーツが少なく、
お手入れが簡単です。

スリムサイズ
タンブラー

として

フタを付け替えて、
ダイレクトマグとして、
タンブラーとして使えます。
※ボトルは1つのみ付いています。

バッグやリュックのポケット
にすっぽり入ります。

対象月齢
マグ :18カ月頃〜、タンブラー：24カ月頃〜

ミッフィー
スマートマグ 240
価格︓1,900円(税抜)

入数︓20

サイズ/6×7×15.6H(cm)
タンブラー時︓φ6×13.8(cm)
最大目盛容量︓240mL
個装サイズ/5.7×6.9×19.2(cm)
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム、
ステンレス鋼、飽和ポリエステル樹脂
ベージュ(BE) 4945680 20405-7

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。
2208
※表示価格には消費税が含まれておりません。

スヌーピー
スマートマグ
ダイレクト飲み口で
ストローマグを卒業しよう！
1才半頃からでもダイレクト飲みができます。

ダイレクト飲み口
大人と同じ流量の飲み口なので
コップへスムーズに移行できます。

お手入れ簡単&衛生的!

2WAY
ダイレクトマグ

スリム形状

タンブラー

として

として

ズ
けサイ
おでか
L
240m

ストレーレスでパーツが少なく、
お手入れが簡単です。

ママバッグやリュックのポケット
にすっぽり入ります。
フタを付け替えて、
ダイレクトマグとして、
タンブラーとして使えます。
※ボトルは1つのみ付いています。

キッズや大人も使える

りサイズ
のみき
160mL

ステンレススマートマグ

熱
空断 構造
内側

外側

真空断熱層

真

真空断熱構造なので
ぬるくならずに適温を
キープします。

タンブラーとしてならキッズや
ママも使えます。

シリコーン素材の
底カバー付きなので
キズを防止します。

対象月齢
マグ :18カ月頃〜、タンブラー：24カ月頃〜

スヌーピー
スマートマグ 160
価格︓1,700円(税抜)

⼊数︓20

スヌーピー
ステンレススマートマグ 160
価格︓3,500円(税抜) ⼊数︓20

サイズ/6×7×12.2H(cm)
タンブラー時︓φ6×10.4(cm)
最⼤⽬盛容量︓160mL
個装サイズ/5.7×6.9×15.9(cm)
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム、
ステンレス鋼、飽和ポリエステル樹脂

サイズ/6×7×15.6H(cm)
タンブラー時︓φ6×13.8(cm)
最⼤⽬盛容量︓240mL
個装サイズ/5.7×6.9×19.2(cm)
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム、
ステンレス鋼、飽和ポリエステル樹脂

サイズ/6×7×13.7H(cm)
タンブラー時︓φ6×12(cm)
実容量︓175mL
個装サイズ/6×7.2×17.6(cm)
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム、
ステンレス鋼

サイズ/6×7×17.7H(cm)
タンブラー時︓φ6×16(cm)
実容量︓255mL
個装サイズ/6×7.2×21.6(cm)
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム、
ステンレス鋼

イエロー(Y) 4945680 20320-3

レッド(R) 4945680 20321-0

レッド(R)

ネイビーブルー(NB) 4945680 20323-4

⼊数︓20

富⼭市⽔橋桜⽊136 〒939-0592

スヌーピー
スマートマグ 240
価格︓1,900円(税抜)

TEL(076)478-2218

FAX(076)478-2259

www.richell.co.jp

4945680 20322-7

スヌーピー
ステンレススマートマグ 240
価格︓3,800円(税抜) ⼊数︓20

※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。

2WAYステンレススリムマグ
持ち運びやすいスリムタイプの
ステンレスマグ。
ストローマグとタンブラー飲みの2WAYで
⾚ちゃんも⼤⼈も使える保冷専⽤マグです。

2WAY
ストローマグ

スリム形状

お⼿⼊れ簡単 & 衛⽣的 !

ママバッグやリュックのポケットにすっ
ぽり⼊ります。

シンプルな形状でパーツが少なく、お⼿
⼊れが簡単です。

タンブラー

として

として

フタを付け替えて、ストローマグとして、
スト
マグ
タンブラーとして使えます。
※ボトルは 1
つのみ付いています。
ヘリ付き

底カバー付き

ストラップ⽳付き

⼤⼈も使える

⼩さな⼿でもラクに持つことができます。

シリコーン素材でキズを防⽌します。

携帯に便利です。

タンブラーとしてならママも使えます。

160

2WAYステンレススリムマグ 160
価格︓3,000円(税抜) ⼊数︓20
カラー︓ホワイト(W)
JANコード︓4945680 20014-1
カラー︓ブラック(BK)
JANコード︓4945680 20015-8

240

2WAYステンレススリムマグ 240
価格︓3,300円(税抜) ⼊数︓20
カラー︓ホワイト(W)
JANコード︓4945680 20016-5
ホワイト (W)

ブラック（BK）

カラー︓ブラック(BK)
JANコード︓4945680 20017-2

対象⽉齢/7カ⽉頃〜
サイズ/8×7.2×12.8H(cm)
タンブラーの場合︓φ6×12(cm)
実容量/マグ︓170mL
タンブラー︓175mL
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム、ステンレス鋼

対象⽉齢/7カ⽉頃〜
サイズ/8×7.2×16.8H(cm)
タンブラーの場合︓φ6×16(cm)
実容量/マグ︓245mL
タンブラー︓255mL
材質/ポリプロピレン、シリコーンゴム、ステンレス鋼

別売りアイテム

マグ⽤パッキン P-3
価格︓280円(税抜) ⼊数︓60

材質/シリコーンゴム
2コ⼊り

マグ⽤ストローセット S-8
価格︓450円(税抜) ⼊数︓60

JANコード︓4945680 20019-6

富⼭市⽔橋桜⽊136 〒939-0592

TEL(076)478-2218

JANコード︓4945680 20018-9

FAX(076)478-2259

www.richell.co.jp

材質/シリコーンゴム
2セット
（飲み⼝2コ、ストロー2本）⼊り

※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。
1911
※表⽰価格には消費税が含まれておりません。

アクリア シリーズ
アクリア

アクリアスリムタイプが
さらに漏れにくくなりました︕
中⾝が⾒やすいおしゃれなクリアボトル
・ボトルは新素材 「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。

・カチッと閉まって漏れにくく、おでかけに便利です。

ヘリ付き

独自の圧抜き弁構造により
漏れを防止します。

小さな手でもラクに持つ
ことができます。

スリム形状

ママバッグやリュックのポケット
にすっぽり入ります。

ストラップ穴付き

アクリア スリムマグR 160
価格︓1,400円(税抜)
カラー︓ ベージュ(BE) ⼊数︓20
JANコード︓4945680 20198-8

携帯に便利です。

対象⽉齢/7カ⽉頃〜
サイズ/8×7×11H(cm)
最⼤⽬盛容量/160mL
材質/飽和ポリエステル樹脂、
ポリプロピレン、シリコーンゴム、他

お手入れ簡単＆衛生的！

アクリア スリムマグR 240
価格︓1,600円(税抜)
カラー︓ ベージュ(BE) ⼊数︓20
JANコード︓4945680 20199-5

対象⽉齢/7カ⽉頃〜
サイズ/8×7×14.5H(cm)
最⼤⽬盛容量/240mL
材質/飽和ポリエステル樹脂、
ポリプロピレン、シリコーンゴム、他

シンプルな形状でパーツが
少なく、お手入れが簡単です。

マグ⽤パッキン P-3
価格︓280円(税抜)

材質/シリコーンゴム
2コ⼊り

マグ⽤ストローセット S-8
価格︓450円(税抜)

⼊数︓60

⼊数︓60

JANコード︓
4945680 20019-6

JANコード︓
4945680 20018-9

富⼭市⽔橋桜⽊136 〒939-0592

TEL(076)478-2218

FAX(076)478-2259

www.richell.co.jp

材質/シリコーンゴム
2セット
（飲み⼝2コ、ストロー2本）⼊り

※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。
2006
※表⽰価格には消費税が含まれておりません。

