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ケース

原料樹脂
140℃ 

ケース・水切りカゴ・フタ・ロック・落としフタ・計量カップ
ポリプロピレン

耐熱温度
-30℃ 耐冷温度

●ご使用になる前に必ず洗浄してください。
　（洗剤や油分が残っていると電子レンジ使用の際に高温になり、変形等の原因にな
ります）

●火のそばに置かないでください。
●落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えると破損するおそれがあります。
●研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。
●哺乳びんの種類により、電子レンジ加熱に適さない場合があります。
　哺乳びんの取扱い表示をご確認の上、ご使用ください。
●製品にひび割れ・亀裂・欠け等が生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を
中止してください。

ご使用の前に必ずお読みください
人への危害や財産の損傷を防ぐため内容をよく理解し、注意事項を必ず
お守りください。

電子レンジの使用について

ご使用の前に必ずお読みください

哺乳びん消毒用の薬液を使用し、薬液の取扱説明書にしたがい消毒を行ってください。

薬液の使用について

取扱い上の注意

使用できる電子レンジ庫内寸法

各部のなまえ

計量カップの内側に
50mLの目盛りが付いています

落としフタ

計量カップ
ロック フタ

3WAY哺乳びん消毒ケース3WAY哺乳びん消毒ケース

取扱説明書

●本書はいつも見られる場所に大切に保管してください。
●本品を他のお客さまにお譲りになる際は本書も合わせてお渡しください。

トングいらずでらくらく水切り

おしゃぶり・歯がため・マグ・さく乳器の消毒（除菌）にも

安全にご使用いただくために、この説明書を必ずお読みになり、
内容をご理解の上、正しくお使いください。

電子レンジで簡単
スチーム消毒

トレイに付属の計量カップで
水50mLを注ぎ、哺乳びんを入れて

電子レンジで５分間加熱

保管ケースとして

ケースごと消毒（除菌）するから
清潔な保管ケースとして使用できます。

薬液消毒（除菌）

しっかり浸かる落としフタ、
１Ｌ・２Ｌ・３Ｌの目盛り付き

※哺乳びん消毒用の薬液を使用し、薬液の
　取扱説明書にしたがい消毒を行ってください。

電子レンジの出力は500W～
700Wで使用する。

空だき厳禁！ 水量50mL・加熱
時間5分を必ず守る。

水量50mL 加熱時間5分

金属製の電子レンジ皿やター
ンテーブルに消毒ケースを直接
のせない。
（消毒ケースが溶けたり変形する原
因になります）

（発火および変形するおそれがあり
ます）

オーブン・グリル機能を使用し
た直後は、庫内の温度が高温
になっているので、温度が下が
ってから使用する。

金属製品の消毒はしない。

オート機能での加熱は絶対にしない。
オーブン・スチーム・グリル・トースタ
ー機能での加熱は絶対にしない。

電子レンジから消毒ケースを取り
出す際は、取っ手を持ち必ず水平
に取り出す。
（ケースを傾けると残った熱湯がこぼれ
てヤケドするおそれがあります）

消毒ケースを取り出した後は庫内
の壁面などに残った水分をきれい
にふきとる。
（水分が残っていると電子レンジ庫内の
サビの原因になります）

消毒（除菌）中の消毒ケースを
直射日光が当たる場所に置か
ない。
（消毒（除菌）効果が低くなります）

薬液消毒（除菌）をする際は必ず
タテ置きで使用する。

金属製品および木製品の消毒
（除菌）はしない。

（ケースは完全密閉ではありません）

消毒（除菌）の際は必ず落とし
フタを使用し、哺乳びん・その
他のパーツを薬液にしっかり
浸ける。

その他の使用上の注意については、お使いの電子レンジの取扱説明書にしたがってください。

消毒ケースや庫内に汚れ・食品カス・
油分が付着している場合はきれいに
ふきとる。（発煙・発火・消毒ケースの
変形の原因になります）
万一、庫内で発煙・発火した時は、動作を停
止させ、電源プラグを抜き、扉を開けずに煙
や火が収まるのを待ちましょう。

加熱直後は庫内や消毒ケースが高
温になっているので、電子レンジ
の扉を開けて充分に冷ましてから
取り出す。

金属製

その他の注意

警告

警告

注意

誤った取扱いをすると、人が
死亡または負傷を負うおそれ
がある内容を示します。 注意

誤った取扱いをすると、人が
傷を負ったり、物的損害が想
定される内容を示します。

トレイ
ハンドル

水切りカゴ

電子レンジ庫内寸法  幅26.5cm以上×奥行26.5cm以上×高さ13.0cm以上
※電子レンジにより庫内に凸部がある製品がありますのでご注意ください。

高さ13.0cm以上
電子レンジ庫内

電子レンジ皿

ターンテーブルタイプ
お皿の一番
高い位置から
測ります。

奥行き
26.5cm以上

幅 26.5cm以上

高さ
13.0cm以上

電子レンジ庫内

幅 26.5cm以上

奥行き
26.5cm以上
奥行き
26.5cm以上

本体サイズ 　  ：幅24.5×奥行き13.5×高さ19(㎝)
容量 (満水時）：3.8Ｌ（最大目盛り容量 3Ｌ）
※この製品はBPAフリ一です。



②ケースに哺乳びんを必ず横向きに
して空気が残らないように静かに
沈めます。

③哺乳びんを必ず横向きにして空気が
残らないように静かに沈めます。

フタ

水切りカゴ

フタを裏返して
置く

ハンドル
準
　
備

消
　
毒

準
　
備

消
　
毒

保
　
管

保
　
管

加熱時間を必ず守ってください。

消
　
毒

残っている
溶液を

しっかり出す。

ハンドル

フタを裏返して置く

落としフタ

準
　
備

落としフタ

【哺乳びん2本の場合】

ご使用方法電子レンジ消毒 ご使用方法薬液消毒（除菌）

【哺乳びん3本の場合】

【哺乳びん3本の場合】

薬液の取扱説明書に したがい消毒を行ってください。

ケースに1L、2L、3Lの
目盛りがあります。

ケースに1L、2L、3Lの
目盛りがあります。

オート機能での加熱はしないで
ください。

電子レンジ庫内が熱い間は使用
しないでください。

ご使用になる前に必ずケース
類を洗浄してください。

水量50mLを必ず守り、空だき
は絶対にしないでください。

水を入れた後、ケースを立てない
でください。 再び横にした際に
水が漏れます。

乳首、フードは口を下にして置
いてください。口を上にして置
くと中に水がたまり、取り出
す際にヤケドするおそれがあ
ります。

オーブン・スチーム・グリル・
トースター機能での加熱はしな
いでください。

必ず電子レンジ機能をご使用く
ださい。

電子レンジ庫内に汚れ・食品カ
ス・油分が付着している場合は
きれいにふきとってください。

ターンテーブルタイプの場合、
必ず本製品がレンジ内で回転
する状態で使用してください。

加熱後は庫内が熱くなってい
るので充分に冷めるのを待っ
てから取り出してください。

フタを外す際は中の熱い蒸気
が出ることがありますので充分
に注意してください。

必ず乾燥させてから保管して
ください。

必ず乾燥させてから保管してく
ださい。

ガラスの哺乳びんを入れる際に
は、びん同士がぶつかって割れな
いように充分ご注意ください。

危険ですのでお子様の近くでは
絶対に行わないでください。

消毒(除菌)中のケースを直射日光
が当たる場所に置かないでくだ
さい。

お子様の手の届かない場所に保
管してください。

ご使用になる前に必ずケース類
を洗浄してください。

ケースは必ずタテ置きで使用して
ください。

※薬液（原液）をケース内で水と混ぜ
合わせたものを溶液と記載してい
ます。サイズによっては3セット入らない

場合があります。

ガラスの哺乳びんを入れる際に
は、びん同士がぶつかって割れ
ないように充分ご注意ください。

危険ですのでお子様の近くでは
絶対に行わないでください。

消毒 ( 除菌 ) 中のケースを直射
日光が当たる場所に置かないで
ください。

お子様の手の届かない場所に
保管してください。

ご使用になる前に必ずケース類
を洗浄してください。

ケースは必ずタテ置きで使用し
てください。

⑦消毒ケースを水平に持ち、
出力を500W～700Wに設
定した電子レンジに入れて
５分間加熱します。

⑧ 加熱後、冷めるまで待ち、
取っ手を持って水平に取
り出します。

①薬液の取扱説明書にしたがい必要な
量の溶液をつくります。

⑨フタを閉めたまま水切り
カゴのメッシュ部分を下
にして軽く傾け、水切りカゴ
に残った水をケースに移し
ます。

⑪水切りカゴのハンドルが触
れるくらいに熱が冷めてか
らハンドルを持ち、軽く上下
に動かしたり、左右に傾けた
りして水気を切ってケース
から取り出します。

⑩ フタを外し、裏返して置
きます。

⑫水切りカゴをフタの上に置
き、哺乳びん・その他のパー
ツを乾かします。

⑬ ケース内を乾燥させてか
ら、消毒後の哺乳びんを水
切りカゴごと入れ、フタを
閉めて保管します。

フタ

水切りカゴ

⑧ 水切りカゴを裏返したフ
タの上に置き、哺乳びん・
その他のパーツを乾かし
ます。

①薬液の取扱説明書にしたがい必要
な量の溶液をつくります。（水切り
カゴは使いません）

③その他のパーツも空気が残らない
ように沈め、パーツが浮かないよ
うに落としフタで押さえます。

④フタを閉めてロックをかけます。
消毒（除菌）時間は薬液の取扱説明
書にしたがってください。

⑤清潔な手、または哺乳びん用トング
を使用し、哺乳びんを取り出してく
ださい。

⑨ ケース内を乾燥させてか
ら、消毒（除菌）後の哺乳び
んを水切りカゴごと入れ、
フタを閉めて保管します。

②溶液の入ったケースに、水切りカゴを
静かに沈めます。

④その他のパーツも空気が残
らないように沈め、パーツ
が浮かないように落としフ
タで押さえます。

⑤フタを閉めてロックをかけます。消毒
（除菌）時間は薬液の取扱説明書にした
がってください。

⑥消毒（除菌）後、フタを外し、裏返して置
きます。落としフタも取り出します。

⑦水切りカゴのハンドルを
つかんで静かに持ち上げ、
ゆっくり左右に傾けなが
ら溶液を出します。

水気を
しっかり切る

哺乳びん・乳首・キャップ・
フードはセットする前によく
洗浄してください。

哺乳びん・乳首・キャップ・
フードはセットする前によく
洗浄してください。汚れ・
洗剤・油分が付着している
と、発煙・発火・変形の原因
になります。

哺乳びん・乳首・キャップ・
フードはセットする前によく
洗浄してください。

③トレイに哺乳びん 2 本を
口を手前にして並べ、間
にキャップを置きます。

④キャップの上に３本目の
哺乳びんを、口を手前にし
て置きます。　

水切りカゴ

トレイ

ケース

ハンドルは
上にあげる　

キャップを置く

哺乳びんの口を
手前にする

乳首、フードは
口を下にして
置く

計量カップの内側の
線まで水を入れる。

セット完了！

①水切りカゴのトレイ側を
下にしてケースにセット
します。

②付属の計量カップにて
50mLの水をトレイに注
ぎます。

⑤ 残りのキャップ、乳首、
 フードを図を参考にして 
 置きます。

⑥ フタを閉めてロックをか 
 けます。

加熱後 、蒸気が冷えて電子レンジ
底面に水滴が残る場合があります。

電 子 レンジの出力は必ず
500W～700W の範囲で設定の
上使用してください。


