
おしりにも、トイレにも
フィットするやわらか素材。

ソフト補助便座K
価格︓3,000円(税抜)　入数︓6

サイズ/33.5×31.5×7.6H(cm)
個装サイズ/38×7.6×40(cm)
材質/EVA樹脂
耐熱温度/60℃

グレー(GY) 4945680 20139-1

奥行：26cm以上
幅　：19～22cm

※一部特殊な形状の大人用便座には
取り付けられないものもあります。

補助便座が取付けられる
大人用便座のサイズ

幅

奥行

便座の後ろ側が離れているので、
座ったままおしりが拭きやすいです。

おしりを拭きやすいU型

汚れの溜まるようなすき間や凹凸がない
一体成形型で、簡単に丸洗いできます。

お手入れ簡単

補助便座スタンドを
使って、すっきり収納
できます。（別売）

補助便座スタンドで
浮かせ収納

またがないタイプなので
衣服を全部脱がなくてもOK！

座るスタイル

おしっこの
飛び散りを防ぎます。

おしっこガード

対象月齢︓1才6カ月～
体重目安︓20kgまで

ソフト補助便座ソフト補助便座

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。
※表示価格には消費税が含まれておりません。

大人用便座にポンとおくだけで設置簡単♪

NEW

2210

入り
抗菌 剤

トイ
レに
馴染む

ナチ
ュラルカラー！



サイズ/17.5×11.4×10.5H(cm)
個装サイズ18.7×15.5×12.2(cm)
材質/ポリプロピレン、ポリカーボネート、
シリコーンゴム、他

おしりふきウォーマー
価格︓3,200円(税抜)　入数︓6

JANコード  4945680 20400-2

おしりふきウォーマーおしりふきウォーマー

おしりふきウォーマーおしりふきウォーマー

おうちで おでかけ先で

コンセント
タイプ 電源ボタンでオン・オフ

フタにおしりふきをセット

電源を入れると
ヒーター部が温まり、
おしりふきを
下から温めます。

フタが外れるので
そのまま持ち運び
OK！

本体分離タイプ

素早く温まる

電源ボタンを押してから最短30分で素
早く温まります。※3

コンパクトサイズ

小さいので場所を取らず、
家中どこでもすっきり置けます。
また、本体分離タイプなので、赤ちゃん
の手の届かないところに設置して、
フタだけを持って赤ちゃんのおむつ替え
場所まで持ち運べます。

おうちでも、おでかけ先でも、あったか。

どこでも素早く、赤ちゃんを待たせずオムツ交換ができます。

【使用可能なおしりふきのサイズ】



2209

収納可能アイテム

おむつ約５枚 おしりふき モバイルバッテリー
※1 ※２

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。
※表示価格には消費税が含まれておりません。

おでかけおしりふきウォーマーおでかけおしりふきウォーマー

どこでも温められるベルト付き

ヒーターは取り外して、おむつ
ポーチとして年中お使い
いただけます。

※1 おむつのサイズによっては入りにくいことがあります。
※2 本品におしりふきやおむつやモバイルバッテリーは付属
　　しておりません。市販のものをご用意ください。
※3 昇温時間は電源を入れ、おしりふきが25℃から45℃に
　　上昇するまでの時間です。（使用環境温度 15～25℃、
　　昇温時間 30～60分）ママバックの持ち手や、車のヘッドレスト

等にも簡単に引っ掛けることができます。
ヒーターはUSBで温まり、最短15分で
素早く温まります。※3

サイズ/23×9.5×14.8H(cm)
個装サイズ/23.5×8.8×16.5(cm)
ヒーターサイズ/14.3×10.3×0.7(cm)
材質/ポリエステル・アルミ蒸着シート、
ナイロン、ナイロン・スチール、
発泡ポリエチレン、他
　

おでかけおしりふきウォーマー
価格︓3,200円(税抜)　入数︓6

グレー(GY)      　　4945680 20401-9
ネイビーブルー(NB)   4945680 20402-6

大きく開いて
取り出しやすい

USB
タイプ

おむつもおしりふきも温め
るヒーター付き。熱を逃し
にくい材質で温かさ持続。

おむつ約５枚を収納できます。

メッシュポケットに
ヒーターをセット

USBを
モバイルバッテリーに接続

引っ掛けられる
ベルト付き

お持ちのモバイル
バッテリーは
ポーチ外側の
ポケットに
収納可能。

グレー

ネイビーブルー

外でも安心しておむつ交換ができます。

【使用可能なおしりふきのサイズ】



ひんやりしない補助便座/
トイレサポートステップ

トイレトレーニングを
1年中サポート♪　

トイレサポートステップひんやりしない補助便座
ほんのり温かいから、
1年中トイレトレーニングサポート。

足が届く高さでふんばりやすい！

奥行：26cm以上
幅　：19～22cm

補助便座が取付けられる
大人用便座のサイズ

幅

奥行

肌触りのやわらかいソフトな素材です。
水切れが良く、耐久性にも優れています。

保温性のある発泡素材

手が入りやすく、
おしりが拭きやすい

拭きやすいU型
またがないタイプなので
衣服を全部
脱がなくてもOK！

座るスタイル

おしっこの
飛び散りを防ぐ

おしっこガード

２段式ステップだから
自分ひとりで
のぼりおりできる

床を傷つけない
ゴム脚付き

自分でのぼれる
高さ

ポンと置くだけ
取り付けラクラク

12.6cm

12.4cm



おしりについた汚れスッキリ！おむつかぶれ予防に。

赤ちゃんおしりシャワー

洗い流しておしりスッキリ

専用の洗浄リキッド

      リキッド
・・・ 6滴
・・・ 3滴
・・・ 2滴

目盛り
上の線
中央の線
下の線

＜希釈の目安＞

赤ちゃんおしりシャワーR

・植物由来の天然の保湿成分を配合、使用後もつるつるもちもちのおしりを
  キープします。
  ※無香料、無着色、パラベン・エタノールフリー
・リキッドタイプで水に溶けやすく、使用したい分だけ洗浄液を作ることが
   できます。

中身が見やすい半透明のボトルです。

水または40℃以下の
温水を入れる

本体容器を
プッシュ

リキッドを
適用量入れる

フック陳列例

使い方

押しやすい！



成長に合わせて
取り外しができます。
※取り外した箇所には
キャップを取り付けます。

りきみやすい
グリップ付き

1.横滑りを防ぎます。
2.大人用便座へのキズを防ぎます。

やわらか便座ガード

転倒やぐらつきを防ぎます。

固定具付き

2302富山市水橋桜木136 〒939-0592　TEL(076)478-2945　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。
※表示価格には消費税が含まれておりません。

成

長に
合わせて

ステ
ップアップ！

抗菌抗菌加工加工
衛生的に使える衛生的に使える

1才頃~

おまる

2才頃~
補助便座と
ステップ

ポッティス KN
またがない「座る」スタイルで
洋式トイレにスムーズ移行

おまる 補助便座+ステップ補助便座

Step3Step2Step1

◆おまる （1才頃～） ◆補助便座：グリップあり（1才6カ月頃～） ◆補助便座：グリップなし+ステップ（2才頃～）

ポッティス イス型おまるKN
価格︓6,000円(税抜)  入数︓3

サイズ/33×34×24.5H（cm）
個装サイズ/35.8×33.9×19.4（cm）
材質/ポリプロピレン、
熱可塑性エラストマー、ABS樹脂

ポッティス 補助便座KN
価格︓3,500円(税抜)  入数︓3

サイズ/32×32×16H（cm）
個装サイズ/32.5×32.5×13（cm）
材質/ポリプロピレン、
熱可塑性エラストマー、ABS樹脂

ホワイト(W) 4945680 20521-4

ホワイト(W) 4945680 20522-1

おしっこの飛び散りを
防ぎます。

おしっこガード

対象月齢:　1才頃～

対象月齢:　1才6カ月頃～
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