陽の光に向かってすくすく伸びるオリーブの樹は、生命力にあふれ、
平和の象徴とされ、世界中の人々に愛されています。
幸せを運ぶ「OLive」
をかたどった食器で、笑顔の輪「O」がつながるように
私たちの願いを込めて
「OLio（オリオ）」
と名付けました。

オリオ ベビー食器セット

７５％

バイオマスプラスチック
配合

環境に配慮した植物由来の
バイオマスプラスチックから生まれました。
ランチプレートとカップは、当社従来品よりにんじんなどの色が移りにくい素材で、
硬くつるつるした感触が使い心地のよい食器です。

離乳食初期から使える

仕切り付き

使用部位：カップ・ランチプレート

高さのあるヘリ

離乳食初期から使えるベビー食器セット
離乳食開始

中期

後期

カップ
ランチプレート
育児スプーン
ベビースプーン
ベビーフォーク

大人が片手で持ちやすく、
スプーン
ですくいやすいカップ。1人食べ練習
にも使える大きさです。

ひっくりかえり防止

主食スペースと主菜スペースを
分けて盛り付けられます。

1人食べ練習がしやすい、ヘリが高く、
すくいやすい形状です。

トライ
置くだけ吸盤
（別売）

重ねて収納
対象月齢︓5カ月頃～

オリオ ベビー食器セット
価格︓3,000円(税抜) 入数︓6
個装サイズ/28.8ｘ4.7ｘ25.2(cm)
材質/ポリプロピレン、ポリ乳酸
JANコード 4945680 20052-3
手づかみ食べ期以降は、別売りの
「トライ 置くだけ吸盤」を取付して
ひっくりかえりを防止できます。

富山市水橋桜木136 〒939-0592

カップをランチプレートに重ねて
収納できます。

TEL(076)478-2218

FAX(076)478-2259

セット内容
・ランチプレート
・カップ
・育児スプーン
・ベビースプーン
・ベビーフォーク

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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※表示価格には消費税が含まれておりません。

を伝える
い」
し
おい
初めての食育
「

トライ
離乳食スタートセット
はじめての離乳食も
これさえあれば大丈夫！
3つのカップ＆スプーン

離乳食にぴったりサイズのカップ

持ち運びに便利

食材はカップごとに入れ、同じ色のスプーンを
使うと、
食材が混ざらずそれぞれの素材の味を
覚えやすくなります。アレルギーの発見にも
役立ちます。

片手で持ちやすく、底はスプーンで
すくいやすい形です。

品数の多い離乳食をすっきりまとめて、
カップをトレーにセットしたまま片手で
持ち運ぶことができます。

ごっくん
期

|5

カ月頃〜

|

離乳食デビューを
サポート
まるごと電子レンジOK

目盛付
クリアカップ

スプーンを入れても
倒れにくいカップ

調理の下ごしらえや
お薬を飲ませるときに

100

シロップ薬

粉末ベビーフード
だしなど
粉薬

い
す

目
盛

フタをつけたカップをトレーにセット
して、
そのまま電子レンジで
を把握し
加熱することができます。
で量
や
付

50

クールシート
電子レンジで温めすぎたり、
作りたてでアツアツの離乳食を
クールシートで冷ましながら
食べさせることができます。

トレー

いやわらか
ス
さし
や

ーン
プ

お口
に

カップ
積み重ねOK

レンジフタ
蒸気を逃す弁がついて
いるので、
フタをしたまま
電子レンジ使用ができます。

離乳食が終わった後は
ランチプレートとしても使えます。

トライ
離乳⾷スタートセット
価格︓1,800円(税抜) ⼊数︓20
個装サイズ/21×5.6×16.2(cm)
材質/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、他

別売の「トライ 置くだけ吸盤」を
つけると、
トレーのひっくりかえり
防止になります。

JANコード 4945680 20000-4
セット内容
・レンジフタ付カップ3コ
・やわらかスプーン3本
・トレー

富⼭市⽔橋桜⽊136 〒939-0592

TEL(076)478-2218

FAX(076)478-2259

www.richell.co.jp

・⽬盛付クリアカップ
・クールシート

※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。
2012
※表⽰価格には消費税が含まれておりません。

トライシリーズ
基本が身につくお食事セット
離乳食初期から
成長に合わせて使える！
「正しくできたね！」をサポート

やわらか素材

持ちやすい

すくいやすい

すべりにくい

はじめての離乳食カップ
（フタ・スプーン付）

ステップアップ

ごっくん
期

カ月頃〜

けてレン
を付
ジ
タ
フ

|

K
O

|5

離乳食デビューを
サポート

離乳食カップ

レンジ加熱・保管に便利なフタ付きで、
離乳食初期にちょうど良いサイズです。

ストロー
練習マグとして

コップでマグ ストロータイプ用フタ
（飲み口・ストロー付）

もぐもぐ

PUSH

期

|7

カ月頃〜

!

|

STEP1
大人がサポート

STEP2
自分でストロー

STEP3
コップにも！

h

Pus

自分の食器や
食具に慣れる
「はじめての離乳食カップ」に取り付けて
ストロー飲みの練習にぴったりです。
やわらかにぎにぎ
スプーン・フォークセット

やわらか先端部がお口にやさしく、
持ち手はすべりにくいソフトな感触
です。

もぐもぐ期ボウル

もぐもぐ期プレート

ヘリが高くすくいやすい形状で、
水切れしやすくお手入れ簡単です。

集めやすく、
すくいやすい形状で、
手づかみ食べにもぴったりです。

トライ
基本が⾝につくお⾷事セット
価格︓2,500円(税抜) ⼊数︓24

コンパクト収納
かさばらずスッキリ

個装サイズ/18.6×8.3×20.1(cm)
材質/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、他
JANコード 4945680 20084-4
セット内容
・はじめての離乳⾷カップ(フタ・スプーン付）
・やわらかにぎにぎスプーン・フォークセット
・コップでマグストロータイプ⽤フタ（飲み⼝・ストロー付）
・もぐもぐ期ボウル・もぐもぐ期プレート

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。
2010
※表⽰価格には消費税が含まれておりません。

で き た！うれし い！やって み た い！
ト ラ イ

◆5カ月頃〜

◆5カ月頃〜

◆5カ月頃〜

T L I食器 シリーズ

◆5カ月頃〜

カタチ
正しい食事の
マナーが
自然と身につく

電子レンジOK
一部を除く

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK
食器洗い乾燥機OK

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK

汁物をすくいやすい

おでかけに便利なケース付き

一部を除く

トライ
スープ用やわらか育児スプーン

食器洗い乾燥機OK
トライ
離乳食スプーンセット(ケース付)

￥350(税抜)

￥350(税抜)

￥700(税抜)

入数 5×12

入数 5×12

■サイズ ：16.5×2.5×1.7(cm)

■サイズ ：やわらか育児スプーン：16.1×2.1×1.8(cm)

■個装サイズ ：2.8×1.9×21.7(cm)

■個装サイズ ：2.8×1.9×21.7(cm)

■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

商品コード

商品コード 20954-7

離乳食スプーン：15.4×2.6×1.7(cm)
ケース：17.5×5.3×2.3(cm)
■個装サイズ ：5.6×2.3×21.9(cm)
■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

20953-0

商品コード 20955-4

◆5カ月頃〜

◆5カ月頃〜

食器洗い乾燥機OK

◆7カ月頃〜

正しく“ で き た ね！” を 実 現 さ せ るス テップ アップ 食 器 で す 。

トライ 調理もできる離乳食カップ
(すりつぶしスプーン付)
￥1,000(税抜)

■サイズ ：16.1×2.1×1.8(cm)

素 材

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK

トライ
やわらか育児スプーン
入数 5×12

食器洗い乾燥機OK

機 能

電子レンジや
成長段階に合わせて
食洗機対応
ステップごとに
お手入れもしやすい
素材を選定

入数 4×15

■サイズ ：カップ：13.7×10.5×6H(cm)

すりつぶしスプーン：4.5×13×3.8(cm)
■個装サイズ ：14×6.5×13.8(cm)
■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
商品コード

20956-1

◆7カ月頃〜

ごっくん期

もぐもぐ期

ぱくぱく期

5カ月頃〜

7カ月頃〜

12カ月頃〜

離乳食デビューをサポート

自分の食器や食具に慣れる

「自分で食べる」にチャレンジ

電子レンジOK
一部を除く

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK
食器洗い乾燥機OK

トライ はじめての離乳食カップ
(フタ・スプーン付)
￥900(税抜)

入数 4×15

食器洗い乾燥機OK

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK

一部を除く

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK

食器洗い乾燥機OK

食器洗い乾燥機OK

トライ
はじめてのにぎにぎスプーン

トライ やわらかにぎにぎ
スプーン・フォークセット

トライ やわらかにぎにぎ
スプーン・フォークセット(ケース付)

￥700(税抜)

￥600(税抜)

￥700(税抜)

入数 5×12

入数 5×12

入数 5×12

■サイズ ：フタ：8.7×8.4×1.8(cm)

■サイズ ：8.6×5×4.4(cm)

■サイズ ：スプーン：11.7×2.9×1.8(cm)

■サイズ ：スプーン：11.7×2.9×1.8(cm)

カップ：φ8×5H(cm)
やわらかスプーン：12×2.5×1(cm)
■個装サイズ ：8.4×8.4×15.3(cm)
■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

■個装サイズ ：5×4.2×14.5(cm)

フォーク：11.9×2.9×1.8(cm)
■個装サイズ ：6×2.2×16.4(cm)
■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

フォーク：11.9×2.9×1.8(cm)
ケース：14.2×5.7×2.4(cm)
■個装サイズ ：6×2.5×18.6(cm)
■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

商品コード

■材質 ： シリコーンゴム

商品コード 20958-5

商品コード 21550-0

20957-8

マ マ の “ で き た ね！” を サ ポ ートしま す 。

一部を除く

おでかけに便利なケース付き

商品コード 21551-7

◆7カ月頃〜

◆12カ月頃〜

◆7カ月頃〜

電子レンジOK

電子レンジOK

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒O K

食器洗い乾燥機OK

食器洗い乾燥機OK

トライ もぐもぐ期ボウル

トライ もぐもぐ期プレート

￥700(税抜)

￥800(税抜)

入数 4×15

入数 4×15

■サイズ ：10.8×9.4×5.5H(cm)

■サイズ ：15.7×11.7×3.6H(cm)

■個装サイズ ：10.5×5.4×12.7(cm)

■個装サイズ ：13.7×3.6×16.2(cm)

■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

商品コード 215524

商品コード 21553-1

◆12カ月頃〜

電子レンジOK
電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK

おでかけに便利なケース付き

一部を除く

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK

食器洗い乾燥機OK

食器洗い乾燥機OK

トライ ぱくぱく期ボウル
トライ おはし持ち
スプーン・フォークセット(ケース付) ￥800(税抜) 入数 4×15
￥700(税抜)

■サイズ ：12.2×10.7×5.8H(cm)

入数 5×12

■個装サイズ ：11.7×5.5×14.1(cm)

■サイズ ：スプーン：13×2.8×1.5(cm)

フォーク：12.9×2.5×1.5(cm)
ケース：14.2×5.7×2.4(cm)
■個装サイズ ：6×2.5×18.6(cm)
■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

商品コード 21555-5

■調理もできる離乳食カップ
(すりつぶしスプーン付)

商品コード 21554-8

■はじめての離乳食カップ
(フタ・スプーン付)

■やわらか育児スプーン・
スープ用やわらか育児スプーン

◆12カ月頃〜

1食分をすりつぶすのに便利なサイズ
◆5カ月頃〜

◆7カ月頃〜

お口にやさしい 口元がよく見える
感触
カタチ
電子レンジOK

電子レンジOK

適応アイテム

電子レンジ・煮沸・薬液
消 毒 OK

調理もできる離乳食カップ
もぐもぐ期ボウル
ぱくぱく期ボウル

食器洗い乾燥機OK

適応アイテム
もぐもぐ期ボウル
電子レンジ・煮沸・薬液
もぐもぐ期プレート
消毒OK
ぱくぱく期ボウル
ぱくぱく期プレート 食器洗い乾燥機OK

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK
食器洗い乾燥機OK

トライ ぱくぱく期プレート

トライ シリコーンレンジフタ

トライ 置くだけ吸盤

￥900(税抜)

￥600(税抜)

￥600(税抜)

入数 4×15

入数 5×12

入数 5×12

■サイズ ：21.5×18.6×3.5H(cm)

■サイズ ：φ11.8×1.1H(cm)

■サイズ ：10×8.9×1.3H(cm)

■個装サイズ ：21.4×3.5×22(cm)

■個装サイズ ：11.9×1.2×15.2(cm)

■個装サイズ ：9.1×1.1×12.4(cm)

■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

■材質 ： シリコーンゴム

■材質 ： シリコーンゴム

商品コード 21556-2

商品コード 21558-6

商品コード 21557-9

メーカーコード 4973655

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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赤 ちゃん の 興 味・関 心 を サ ポ ートしま す 。

■もぐもぐ期ボウル

赤 ちゃん の “ チャレ ン ジ で き た ね！” を サ ポ ートしま す 。

■置くだけ吸盤

■ぱくぱく期ボウル

■おはし持ちスプーン・フォークセット(ケース付)
持ち手が三角形で正しいお箸持ちの練習ができる
すくいやすく、
さしやすい先端部

水切れがよく
お手入れしやすい

食器のひっくりかえりを防止

すくいやすく集めやすい

■シリコーンレンジフタ
■もぐもぐ期プレート

熱くなりにくい、オールシリコーンゴム製

手づかみ食べにもぴったり

食器にかぶせて
電子レンジでの
温めや保管用のフタとして

ラインナップ

離乳食デビューをサポート
ごっくん期（離乳食初期）5カ月頃〜

自分の食器や食具に慣れる

「自分で食べる」
にチャレンジ

セットもおすすめ！

◆5カ月頃〜

もぐもぐ期（離乳食中・後期）7カ月頃〜 ぱくぱく期（離乳食完了期）12カ月頃〜
けるから
重 ねて 置
！
納に便 利
食器 の収

食具
離乳食スプーン
スープ用
はじめての
やわらか
にぎにぎスプーン 育児スプーン やわらか育児スプーン セット（ケース付）

やわらかにぎにぎ やわらかにぎにぎ
スプーン・フォーク スプーン・フォーク
セット(ケース付)
セット

おはし持ちスプーン・
フォークセット(ケース付)

トライ ステップアップできたね!
お食事セット
￥5,000(税抜)

食器

入数 6

■個装サイズ ：42.2×8.5×31.2(cm)

はじめての離乳食カップ
（フタ・スプーン付）

調理もできる離乳食カップ
（すりつぶしスプーン付）

もぐもぐ期ボウル もぐもぐ期プレート

カップ・ツール

シリコーンレンジフタ

コップでマグ(6カ月頃〜) 置くだけ吸盤

ぱくぱく期ボウル

ぱくぱく期プレート

■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、

ABS樹脂、シリコーンゴム
商品コード 21559-3

赤 ちゃん の 興 味・関 心 を サ ポ ートしま す 。

■もぐもぐ期ボウル

赤 ちゃん の “ チャレ ン ジ で き た ね！” を サ ポ ートしま す 。

■置くだけ吸盤

■ぱくぱく期ボウル

■おはし持ちスプーン・フォークセット(ケース付)
持ち手が三角形で正しいお箸持ちの練習ができる
すくいやすく、
さしやすい先端部

水切れがよく
お手入れしやすい

食器のひっくりかえりを防止

すくいやすく集めやすい

■シリコーンレンジフタ
■もぐもぐ期プレート

熱くなりにくい、オールシリコーンゴム製

手づかみ食べにもぴったり

食器にかぶせて
電子レンジでの
温めや保管用のフタとして

ラインナップ

離乳食デビューをサポート
ごっくん期（離乳食初期）5カ月頃〜

自分の食器や食具に慣れる

「自分で食べる」
にチャレンジ

セットもおすすめ！

◆5カ月頃〜

もぐもぐ期（離乳食中・後期）7カ月頃〜 ぱくぱく期（離乳食完了期）12カ月頃〜
けるから
重 ねて 置
！
納に便 利
食器 の収

食具
離乳食スプーン
スープ用
はじめての
やわらか
にぎにぎスプーン 育児スプーン やわらか育児スプーン セット（ケース付）

やわらかにぎにぎ やわらかにぎにぎ
スプーン・フォーク スプーン・フォーク
セット(ケース付)
セット

おはし持ちスプーン・
フォークセット(ケース付)

トライ ステップアップできたね!
お食事セット
￥5,000(税抜)

食器

入数 6

■個装サイズ ：42.2×8.5×31.2(cm)

はじめての離乳食カップ
（フタ・スプーン付）

調理もできる離乳食カップ
（すりつぶしスプーン付）

もぐもぐ期ボウル もぐもぐ期プレート

カップ・ツール

シリコーンレンジフタ

コップでマグ(6カ月頃〜) 置くだけ吸盤

ぱくぱく期ボウル

ぱくぱく期プレート

■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、

ABS樹脂、シリコーンゴム
商品コード 21559-3

で き た！うれし い！やって み た い！
ト ラ イ

◆5カ月頃〜

◆5カ月頃〜

◆5カ月頃〜

T L I食器 シリーズ

◆5カ月頃〜

カタチ
正しい食事の
マナーが
自然と身につく

電子レンジOK
一部を除く

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK
食器洗い乾燥機OK

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK

汁物をすくいやすい

おでかけに便利なケース付き

一部を除く

トライ
スープ用やわらか育児スプーン

食器洗い乾燥機OK
トライ
離乳食スプーンセット(ケース付)

￥350(税抜)

￥350(税抜)

￥700(税抜)

入数 5×12

入数 5×12

■サイズ ：16.5×2.5×1.7(cm)

■サイズ ：やわらか育児スプーン：16.1×2.1×1.8(cm)

■個装サイズ ：2.8×1.9×21.7(cm)

■個装サイズ ：2.8×1.9×21.7(cm)

■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

商品コード

商品コード 20954-7

離乳食スプーン：15.4×2.6×1.7(cm)
ケース：17.5×5.3×2.3(cm)
■個装サイズ ：5.6×2.3×21.9(cm)
■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

20953-0

商品コード 20955-4

◆5カ月頃〜

◆5カ月頃〜

食器洗い乾燥機OK

◆7カ月頃〜

正しく“ で き た ね！” を 実 現 さ せ るス テップ アップ 食 器 で す 。

トライ 調理もできる離乳食カップ
(すりつぶしスプーン付)
￥1,000(税抜)

■サイズ ：16.1×2.1×1.8(cm)

素 材

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK

トライ
やわらか育児スプーン
入数 5×12

食器洗い乾燥機OK

機 能

電子レンジや
成長段階に合わせて
食洗機対応
ステップごとに
お手入れもしやすい
素材を選定

入数 4×15

■サイズ ：カップ：13.7×10.5×6H(cm)

すりつぶしスプーン：4.5×13×3.8(cm)
■個装サイズ ：14×6.5×13.8(cm)
■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
商品コード

20956-1

◆7カ月頃〜

ごっくん期

もぐもぐ期

ぱくぱく期

5カ月頃〜

7カ月頃〜

12カ月頃〜

離乳食デビューをサポート

自分の食器や食具に慣れる

「自分で食べる」にチャレンジ

電子レンジOK
一部を除く

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK
食器洗い乾燥機OK

トライ はじめての離乳食カップ
(フタ・スプーン付)
￥900(税抜)

入数 4×15

食器洗い乾燥機OK

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK

一部を除く

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK

食器洗い乾燥機OK

食器洗い乾燥機OK

トライ
はじめてのにぎにぎスプーン

トライ やわらかにぎにぎ
スプーン・フォークセット

トライ やわらかにぎにぎ
スプーン・フォークセット(ケース付)

￥700(税抜)

￥600(税抜)

￥700(税抜)

入数 5×12

入数 5×12

入数 5×12

■サイズ ：フタ：8.7×8.4×1.8(cm)

■サイズ ：8.6×5×4.4(cm)

■サイズ ：スプーン：11.7×2.9×1.8(cm)

■サイズ ：スプーン：11.7×2.9×1.8(cm)

カップ：φ8×5H(cm)
やわらかスプーン：12×2.5×1(cm)
■個装サイズ ：8.4×8.4×15.3(cm)
■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

■個装サイズ ：5×4.2×14.5(cm)

フォーク：11.9×2.9×1.8(cm)
■個装サイズ ：6×2.2×16.4(cm)
■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

フォーク：11.9×2.9×1.8(cm)
ケース：14.2×5.7×2.4(cm)
■個装サイズ ：6×2.5×18.6(cm)
■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

商品コード

■材質 ： シリコーンゴム

商品コード 20958-5

商品コード 21550-0

20957-8

マ マ の “ で き た ね！” を サ ポ ートしま す 。

一部を除く

おでかけに便利なケース付き

商品コード 21551-7

◆7カ月頃〜

◆12カ月頃〜

◆7カ月頃〜

電子レンジOK

電子レンジOK

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒O K

食器洗い乾燥機OK

食器洗い乾燥機OK

トライ もぐもぐ期ボウル

トライ もぐもぐ期プレート

￥700(税抜)

￥800(税抜)

入数 4×15

入数 4×15

■サイズ ：10.8×9.4×5.5H(cm)

■サイズ ：15.7×11.7×3.6H(cm)

■個装サイズ ：10.5×5.4×12.7(cm)

■個装サイズ ：13.7×3.6×16.2(cm)

■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

商品コード 215524

商品コード 21553-1

◆12カ月頃〜

電子レンジOK
電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK

おでかけに便利なケース付き

一部を除く

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK

食器洗い乾燥機OK

食器洗い乾燥機OK

トライ ぱくぱく期ボウル
トライ おはし持ち
スプーン・フォークセット(ケース付) ￥800(税抜) 入数 4×15
￥700(税抜)

■サイズ ：12.2×10.7×5.8H(cm)

入数 5×12

■個装サイズ ：11.7×5.5×14.1(cm)

■サイズ ：スプーン：13×2.8×1.5(cm)

フォーク：12.9×2.5×1.5(cm)
ケース：14.2×5.7×2.4(cm)
■個装サイズ ：6×2.5×18.6(cm)
■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

商品コード 21555-5

■調理もできる離乳食カップ
(すりつぶしスプーン付)

商品コード 21554-8

■はじめての離乳食カップ
(フタ・スプーン付)

■やわらか育児スプーン・
スープ用やわらか育児スプーン

◆12カ月頃〜

1食分をすりつぶすのに便利なサイズ
◆5カ月頃〜

◆7カ月頃〜

お口にやさしい 口元がよく見える
感触
カタチ
電子レンジOK

電子レンジOK

適応アイテム

電子レンジ・煮沸・薬液
消 毒 OK

調理もできる離乳食カップ
もぐもぐ期ボウル
ぱくぱく期ボウル

食器洗い乾燥機OK

適応アイテム
もぐもぐ期ボウル
電子レンジ・煮沸・薬液
もぐもぐ期プレート
消毒OK
ぱくぱく期ボウル
ぱくぱく期プレート 食器洗い乾燥機OK

電子レンジ・煮沸・薬液
消毒OK
食器洗い乾燥機OK

トライ ぱくぱく期プレート

トライ シリコーンレンジフタ

トライ 置くだけ吸盤

￥900(税抜)

￥600(税抜)

￥600(税抜)

入数 4×15

入数 5×12

入数 5×12

■サイズ ：21.5×18.6×3.5H(cm)

■サイズ ：φ11.8×1.1H(cm)

■サイズ ：10×8.9×1.3H(cm)

■個装サイズ ：21.4×3.5×22(cm)

■個装サイズ ：11.9×1.2×15.2(cm)

■個装サイズ ：9.1×1.1×12.4(cm)

■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

■材質 ： シリコーンゴム

■材質 ： シリコーンゴム

商品コード 21556-2

商品コード 21558-6

商品コード 21557-9

メーカーコード 4973655

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。
1801
※表示価格には消費税が含まれておりません。

ピーナッツ コレクション

おでかけ先で楽しくお食事！
おでかけ先でのお食事に…

副菜やデザートが
一緒に持ち運べる二段式

大人のおかずをラクに取り分け

・おうちで作った離乳食や市販のベビー
フードを中に入れて持ち運べます。
・ドリンクホルダーに入るサイズなので
車内でも食事を楽しめます。
・電子レンジ対応でおでかけ先で温め直し
できます。

角が丸いプラスチック製の
刃先だから、食器を傷つけ
ません。

※フタは外してください。

保冷 剤 付き
フルーツやヨーグルトも持ち運べます。
握りやすい
形状
汁物がもれにくい
パッキン付き

ピーナッツ コレクション
赤ちゃんのクールお弁当箱
￥1,500(税抜)
コンパクトに収納
できるスプーン付き

めん類に…

ピーナッツ コレクション
離乳食はさみ(ケース付)
￥800(税抜)

入数 18

■サイズ ： 離乳食はさみ/11.7×6.7×1.1(cm）

スプーン/10×2.5×1.1(cm）
■容量 ： 本体/150mL 本体（小）/100mL
■個装サイズ ：13.1×7.8×21.1(cm）
■材質 ： ポリプロピレン、他 ■保冷剤付

ケース/12.5×7.5×2.1Ｈ(cm）
■個装サイズ ：14.1×2.9×21.1(cm）
■材質 ： ABS樹脂、ポリプロピレン
■ケース付

コード

21590-6

お肉類や野菜類に…

コード

おやつをこぼさず上手に食べられる

おでかけ時のおやつをガード

フタ付き

割れやすいベビーせんべいをしっかり保護

持ち運びに便利です。
お菓子を食べ残しても、お菓子カスを
こぼすことなく持ち歩くことができます。

入数 18

■サイズ ： 本体/7.7×8×12.6H(cm）

21591-3

細長タイプのせんべい
2枚入りが2袋入ります。

小さなおやつに…

ハンドル付き
子供が持ちやすい
形状です。

中フタ付きで、逆さに
しても中身がこぼれに
くく、外からは簡単に
取り出せます。

ピーナッツ コレクション
赤ちゃんせんべいケース 筒タイプ

ピーナッツ コレクション
こぼれないボーロカップ
￥900(税抜)

入数

￥800(税抜)

18

■サイズ ：12.9×9.4×6.5H(cm）
■個装サイズ ：15.1×9.7×21.1(cm)

ママバッグやベビーカー
に付けられるフック付き

入数

■個装サイズ ：13.1×4.6×21.1(cm)

■材質 ： ポリプロピレン、

■材質 ： ポリプロピレン

熱可塑性エラストマー、ポリエチレン

コード

コード

21595-1

18

■サイズ ：5.3×4.5×13.4(cm）

21594-4

おでかけ先でのお食事に…
食べさせてあげやすい育児スプーン

初めて持たせる使いやすいカタチ

初めて自分で食べるのに食べやすい角度

スープを飲ませやすい
大きめサイズ

やわらか育児スプーン

やわらかい素材でお口に
やさしい触感なので
離乳食初期に最適です。

￥800(税抜)

ナミナミラインで
赤ちゃんの口元が
よく見えます。

指先の動きが不安定でも、
しっかり握れる持ち手。

ピーナッツ コレクション
離乳食スプーンセット(ケース付)

ピーナッツ コレクション
やわらかにぎにぎスプーン・フォーク(ケース付)
￥800(税抜)

入数 18

入数 18

■サイズ ：やわらか育児スプーン/16.1×2.1×1.8(cm)

■サイズ ： スプーン/11.7×2.9×1.8(cm)

離乳食スプーン/15.4×2.6×1.7(cm)
ケース/17.5×5.3×2.3H(cm）
■個装サイズ ：13.1×2.5×21.1(cm）
■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
■ケース付

フォーク/11.9×2.9×1.8(cm)
ケース/14.2×5.7×2.4H(cm）
■個装サイズ ：13.1×2.8×21.1(cm）
■材質 ： ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
■ケース付

コード

21592-0

お口にやさしいやわらか
素材です。

コード

21593-7

中身が見やすいおしゃれなクリアボトル

ハンドルは外してコンパクトに
持ち運びできます。

しっかり持てる
ハンドル

独自の圧抜き弁構造により
漏れを防止します。

たっぷり入る320mlタイプ
7カ月頃〜

ガラスのように透明感があり、軽くて丈夫
7カ月頃〜

© 2019 Peanuts Worldwide LLC

ピーナッツ コレクション
おでかけストローマグ 200

ピーナッツ コレクション
おでかけストローマグ 320

￥1,800(税抜)

￥2,100(税抜)

入数

20

入数

20

■サイズ ：11.5×7×11H（cm）

■サイズ ：11.5×7×15H（cm）

■個装サイズ ： 9.5×7.5×11.3（cm）

■個装サイズ ： 9.5×7.5×15（cm）

■容量 ： 260ｍL ■最大目盛り容量 ： 200ｍL

■容量 ： 380ｍL ■最大目盛り容量 ： 320ｍL

■材質 ： ポリプロピレン、飽和ポリエステル樹脂、

■材質 ： ポリプロピレン、飽和ポリエステル樹脂、

シリコーンゴム、他

シリコーンゴム、他

コード

コード

21587-6

21588-3

メーカーコード 4973655

ピーナッツ コレクション
かわいいスヌーピーで
離乳食をはじめよう！
ステップアップできたね! お食事セット
お食い初めやプレゼントなどにピッタリ。
ママも赤ちゃんも使いやすいこだわり形状のトライ食器シリーズです。

5カ⽉頃〜

ピーナッツ コレクション
ステップアップできたね︕
お⾷事セット
価格︓5,000円(税抜) ⼊数︓6
個装サイズ/41.2×8.2×31.2(cm)
材質/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
JANコード 4973655 21596-8
セット内容
・やわらか育児スプーン
・もぐもぐ期ボウル
・もぐもぐ期プレート ・やわらかにぎにぎスプーン
・ぱくぱく期プレート ・やわらかにぎにぎフォーク
・両⼿カップ

NEW
ステップアップマグセットR
かわいいスヌーピーのマグとスタイのセットです。
マグは成長に合わせてカスタマイズできるトライマグシリーズです。

5カ⽉頃〜

ピーナッツ コレクション
ステップアップマグセットR
価格︓3,500円(税抜) ⼊数︓10
個装サイズ/26.2×7.8×21.2(cm)
材質/ポリプロピレン、ポリエステル、他
JANコード 4945680 20069-1
セット内容
・ストローレッスンマグ
・ストローマグパーツR
・お⾷事スタイ

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。
2012
※表⽰価格には消費税が含まれておりません。

