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安全にお使いいただくために
表示の内容表示

警告

注意

誤った取り扱いをすると、人が死亡または
重傷を負うおそれがある内容を示します。

誤った取り扱いをすると、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。

警告

警告

使用上のご注意

注意

注意 注意

ラクマグシリーズ

※表示の月齢はトレーニング開始時期の目安です。
　使用開始時期はお子さまの発育状況にあわせてご
判断ください。

　また、自分で飲めるようになるまでは、大人のかた
がサポートしてください。

部品名 原料樹脂 耐熱温度 耐冷温度

●共通部品   
ハンドル ポリプロピレン 140℃ －30℃
ボトル（スタンダード・ラージ） ポリプロピレン 110℃ －30℃
●はじめてストロー   
キャップ ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー 140℃ －30℃
アダプター ポリプロピレン 140℃ －30℃
飲み口 シリコーンゴム 140℃ －30℃
インナーストロー シリコーンゴム 140℃ －30℃
●はじめてコップ   
キャップ ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー 140℃ －30℃
アダプター ポリプロピレン 140℃ －30℃
飲み口 シリコーンゴム 140℃ －30℃
●漏れないストロー   
キャップ ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー 140℃ －30℃
アダプター ポリプロピレン 140℃ －30℃
飲み口 シリコーンゴム 140℃ －30℃
インナーストロー シリコーンゴム 140℃ －30℃

●ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●お読みになった後は大切に保管してください。
●はじめてご使用になる前に、必ず分解して各部品を洗浄し、消毒または除菌を
してください。

ご使用の前に

●必ずラクマグシリーズの別売部品をご使用ください。
●使用中にストロー部や通気部を表側から強く押すと、ストロー部や通気部が落ち込むおそれがあり
ますので、押さないように注意してください。

●落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。製品が破損する原因になります。
●火のそばに置かないでください。変形・破損の原因になります。
●夏場の車内など、高温になる場所に長時間放置しないでください。変形や破損、飲みもののふき
出し、漏れの原因になります。

●冷凍庫に入れて使用しないでください。変形や破損の原因になります。
●製品にひび割れ・亀裂・欠けなどの破損が生じたり、著しく変形したりした場合にはすぐに使用を
中止してください。

●炭酸飲料を入れないでください。飲みものがふき出すおそれがあります。
●はじめてストローと漏れないストローは、勢いよくキャップを開けると、ストロー部の先端から飲み
ものが出る場合があります。大人のかたがキャップをゆっくり開けてください。

●電子レンジでの加熱後、製品が熱くなる場合
があり、ヤケドのおそれがありますので庫内よ
り取り出すときは取り扱いにご注意ください。
●すべて組み立てた密閉状態での電子レンジ加
熱は絶対にしないでください。マグが破裂す
る、飲みものが突然ふき出すなど、思わぬ事
故の原因となります。

●お子さまの歯の状態によっては、強く噛んだ
り噛み続けたりすると飲み口に裂け目が入り、
ちぎれるおそれがあります。ちぎれた破片の
誤飲のおそれもありますので、使用前には必
ず異常がないことを確認してください。

●お子さまは思わぬ動作をしますので、必ず保
護者の目の届くところで使用してください。

※ 突沸現象：過熱し
た液体が振動を受
けるなどした途端、
突然沸騰する現象

●ラクマグは、お子さまに飲みものを与えるためのものです。それ以外の目的には使用しないでください。
●飲みものの温度は、必ず確認してからお子さまに与えてください。ヤケドをするおそれがあります。
●各部品を分解した状態でお子さまに与えないでください。小さな部品を飲み込んだり、突起部で
のどや目を突いたり、すき間に指をはさんだりするおそれがあります。

●各部品を本書に書かれているように正しくセットし、アダプターは指定の位置まで確実に締めこん
でください。正しくセットされていないと中の飲みものが漏れるおそれがあります。

ストロータイプ
ラクマグ はじめてストローは、ストロー飲みのトレー
ニングができるマグです。
●お子さまが乳首からス
トローへスムーズにな
れていくことができる
ように、太めの根元形
状による乳首のくわえ
やすさとストローの先
端形状を組み合わせ
た飲み口を採用しまし
た。

●お子さまがくわえこむ
と、ストロー部の根元
が押され、適量の飲み
ものがストロー部の先
端から出るので、お子
さまのペースにあわせ
て、唇で「くわえる・
すぼめる・吸い上げる」
のストロー飲みトレー
ニングのきっかけ作り
ができます。

コップタイプ
ラクマグ はじめてコップは、コップ飲みのトレーニング
ができるマグです。
●飲み口をくわえたとき
だけスリットが開き飲
みものが出るので、こ
ぼす心配がなく安心し
てコップ飲みの練習が
できます。

●はじめてのコップ飲み
は、傾ける角度がわか
らないため大人のかた
がサポートしてあげて
ください。サポートしや
すいように、傾きが見
やすい傾きチェック窓
を採用しています。

※傾け角度の目安につい
ては、はじめてコップに
ついて（11～１2ペー
ジ）をご覧ください。

ストロータイプ
ラクマグ 漏れないストローは、ストロー飲みができる
ようになってから使用するマグです。
●独自の弁構造で漏れに
くく、キャップを開けた
状態で放置したときの
ストロー部からの漏れ
も、手動の空気弁で防
ぐことができます。

●飲み口に、くわえやす
い先端形状を採用して
います。

●飲み口には、お子さま
のお口にやさしい、や
わらかい材質を使用し
ています。

  （歯で強く噛むとちぎ
れる場合がありますの
で、ご注意ください。）

スタンダードボトル：
カップの容量275ml 
最大目盛２4０ml 
ラージボトル：
カップの容量375ml 
最大目盛３4０ml 

※製品の仕様は改善などのために予告
なしに変更することがあります。
※ラクマグシリーズのパッケージに使
用の写真は、製品とは多少異なる場
合があります。 
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目　  次

はじめてストロー 6ヵ月頃から4ヵ月頃から はじめてコップ 5ヵ月頃から

●互換性について
「テテオマグ」との互換性はありません。
詳しくは、取扱店、または弊社コンシューマープラザまでお問い合わせください。

●飲みものの温度が高いときは
絶対にお子さまに与えないで
ください。飲みものがふき出
してヤケドをするおそれがあり
ます。

● 空気弁が閉じた状態で、熱い飲
みものを入れたり、激しい振動や

　衝撃を与えたりしないよう注意してください。マグ本
体内部の空気が膨張して内圧が上がり飲み口から飲
みものがふき出し、ヤケドのおそれがあります。

● 電子レンジによる飲みものの加熱は人肌程
度にしてください。加熱しすぎた場合、電子
レンジから取り出す際や飲みものを飲む際
に、ヤケドをするおそれがあります。

●電子レンジで加熱しすぎた場合、突沸現象
(※) により、飲みものが飛び散ることがあり
ます。庫内からは１分程度たってから取り出
してください。また、
　顔などを絶対に近づ
　けないでください。

●ここに示した注意事項は、取り扱いを誤る
とお子さまおよび使用者への危害の発生
や、物的損害の発生が予想される事項を危
害・損害の大きさ、切迫度により「警告」、
「注意」の2つに区分して示してあります。
　安全のため必ずお守りください。

●飲みものの温度は目安として、5℃～
40℃の範囲内でお使いください。漏れ
やふき出しによりヤケドのおそれがあり
ます。

●ボトル内に熱湯など高温の液体が入って
いるときは、絶対に組み立てないでくだ
さい。漏れやふき出しによりヤケドのおそ
れがあります。また、ボトルが熱くなるた
め取り扱いにご注意ください。お子さま
には絶対に触れさせないでください。

漏れない ストロー

飲み口・インナーストローなどシリコーンゴム部品に関する注意 
●部品を保護するために白い粉末状保護材を塗布している部分がありますが、安全な食品添加物を
使用しております。安心してお使いいただけます。

●飲みものの種類によっては、臭いや色が移る場合がありますが洗浄後は、衛生上の問題はありません。
●シリコーンゴム部品は消耗品です。ご使用になる前に、亀裂や傷などの異常がないことを確認し
てください。異常があった場合はすぐに使用を中止し、新しい部品に交換してください。

●古くなると弾力性がなくなり、やぶれやすくなる、飲みものが漏れるなどの原因となります。早め
の交換をおすすめします。
電子レンジ加熱時の注意 
●プラスチックが変形したり、溶けたり、こげたりすることがあります。
 必ず次の注意事項をお守りください。

 ・ オーブン・グリル・トースター・スチーム機能でのご使用はできません。
　自動的に機能が切り替わるタイプは十分ご注意ください。
 ・ 加熱前に電子レンジ庫内温度が冷めていることを確認してからご使用ください。
 ・ 空加熱はおやめください。
 ・ 必ずボトル以外の部品はすべて取りはずして加熱してください。
 ・ 飲みものの温度が 40℃を超えないようにご注意ください。
 ・ 油分・糖分の多い飲みものの加熱は温度が非常に高くなる場合がありますのでおやめください。
 ・ 飲みものを加熱する場合は、自動調理機能を使用せず、必ず時間を短めにセットして、様子を見な
がら加熱してください。

● 電子レンジの加熱により内容物があふれることがあります。内容物は MAX と表示された目盛を
上限に使用してください。
携帯時の注意    
● ラクマグは漏れにくくなっていますが、完全に漏れないものでは
ありません。横向きや逆さで持ち運ぶと、さまざまな条件により
漏れる場合があります。

●バッグなどに入れて持ち運ぶ際は、バッグの中身などでキャップが
開かないように注意してください。また、冷たい飲みものを入れ
た場合は、外気温との差で表面に結露による水滴が発生します。
その際は、念のため密閉できる袋に入れるなどしてください。

● 人肌温度以上の飲みものを入れた場合、ボトル内の圧力が高くなり中身が漏れる場合があります。
飲みものは冷ましてから入れてください。

● 冷蔵庫で冷やした飲みものを入れて持ち運んだ場合、外気温との差でボトル内の圧力が高くなり、
中身が漏れる場合があります。念のため密閉できる袋に入れるなどしてください。

● 調乳したミルクを入れて持ち運ばないでください。ミルクが腐敗するおそれがあります。

4ヵ月頃から
はじめて
ストロー

5ヵ月頃から
はじめて
コップ

6ヵ月頃から
漏れない
ストロー

スタンダードボトル 240ml

ラージボトル 340ml

・キャップアダプター
・飲み口
・インナーストロー

・キャップアダプター
・飲み口
・インナーストロー

・キャップアダプター
・飲み口

はじめてストロー
は、ラージボトル
340ml での使用
はできません。

別売部品 別売部品 別売部品

※1

※1：「漏れない」とは誤使用、経年
劣化による場合などを除く。
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●ご使用の際、お子さまがはじめてコップの
飲み口のスリットに指を入れるなどした場
合、スリットが広がったり、飲み口がやぶれ
たりして漏れの原因となります。

●はじめてコップの飲み口のスリットに食べ
ものなどの異物がはさまると、スリットが
開いたままになり、漏れるおそれがあり
ます。
●飲み口は消耗品です。同じ飲み口を長く使
用すると、弾力性がなくなり、スリットが広
がったり、やぶれたりして漏れるおそれが
あります。
●キャップを開いたまま横倒しの状態で放置
すると、飲みものが漏れるおそれがありま
す。

●温かい飲みものをお子さ
まに与えるときや、冷たい
飲みものを入れた状態で
しばらく放置したときなど
は、ストロー部の先端から
飲みものが出てくること
がありますので、図のよう
にボトル内の圧力を十分
抜いてください。
　また、通気部を指で押し広げるときにも、通気部
から飲みものがふき出す場合がありますので注
意して行ってください。
●キャップを開いた状態で放置すると、周囲の環
境変化によりストロー部から飲みものが出てくる
ことがあります。放置する場合はキャップを閉め
てください。

注意

洗浄方法
●ご使用後はすぐに各部品に分解してぬるま湯につけ、食器用中性洗剤でよく洗浄し、
十分に乾燥させてください。
●はじめてストロー、漏れないストローの飲み口やインナーストローは、食器用中性洗
剤でよくもみ洗いし、水流で洗い流してください。
●はじめてコップの飲み口のスリットは裂けやすいため、指を入れたり、無理に開いたり
しないように、やさしくなで洗いしてください。
●空気弁に汚れがつまった場合は、つまようじなどで軽くつついて掃除してください。
●キャップの内側が汚れた場合は、強めの水流でよく洗い流してください。
●食器洗い乾燥機をご使用の場合、温風ふき出し口は高温になるためふき出し口を避
けてご使用ください。
●食器洗い乾燥機をご使用の場合、食器洗い乾燥機用の中性洗剤をご使用ください。
詳しくは食洗機用洗剤の使用方法に従ってご使用ください。※業務用食洗機、業務用
食洗機用の洗剤はご使用いただけません。
●食器洗い乾燥機をご使用の場合、各部品に分解し、ご使用の食器洗い乾燥機の取扱
説明書に従ってください。
消毒・除菌方法
●煮沸消毒の場合 
煮沸消毒するときは、大きめの鍋にたっぷりお湯を入れ、2～3分程度煮沸してください。
※3分以上煮沸しないでください。
●薬液消毒・除菌の場合 
哺乳用品用の薬剤を使用してください。詳しくは各薬剤の使用方法に従ってください。
薬剤の成分により、シリコーンゴム製の部品が白く変色したり、製品の印刷色が薄く
なったりすることがあります。
●電子レンジ除菌の場合
哺乳用品用の除菌用具を使用してください。詳しくは各用具の使用方法に従ってください。
保管について
●お子さまの手の届かない場所で保管してください。お子さまが部品を飲み
込むおそれがあります。 

●ご使用後は、すぐに洗浄し
てください。長時間放置す
ると、雑菌が増殖したり、
飲みものの色やにおいが
付着したりする場合があり
ます。
●洗浄や漂白をしても、飲み
ものの色が落ちなくなった
場合は、部品の交換をおす
すめします。
●汚れを落とすときは食器用
中性洗剤とやわらかいスポ
ンジを使用してください。
固いブラシや研磨剤入り洗
剤などでみがくと傷がつ
き、不透明になる場合があ
ります。
●過剰な漂白、薬液による消
毒・除菌、煮沸消毒、電子
レンジ除菌は製品を早く傷
めます。
●少ないお湯や小さい鍋で
煮沸すると、製品が鍋肌に
密着して変形するおそれが
あります。

注意

お手入れについて

組み立てかた  
①飲み口を取り付ける際には図のように、アダプター裏側から飲み口の口元
部側をアダプターに差し込み、両手で飲み口全体をアダプターの表側に
押し出します。差し込む際は、口元部の中央をアダプターの凸部にあわせ
てください。

※飲み口を押し出す際は、飲み口のスリットを押さないように注意してく
ださい。

共通部品について

はじめてストローについて

はじめてコップについて

漏れないストローについて ストロー部の先端から飲みものが出てくる場合には

●ハンドルはボトルに固定され
ません。アダプターをはずし
たときは、ハンドルを持って
ボトルを持ち上げないでくだ
さい。ボトルがはずれて飲み
ものがこぼれ、熱い飲みも
のの場合はヤケドのおそれ
があります。
●ハンドルがボトルに正しく
セットされていないと、ア
ダプターがしっかり締めら
れず、飲みものが漏れるお
それがあります。

注 意
目盛について
ボトルに刻印された目盛と実際の水量には、多少差がある
場合があります。目盛は目安としてお使いください。

インナーストローについて
インナーストローはラクマグシリーズ内に2種類あります。正しく取り付けていないと、最後まで飲みきれない場合があ
ります。下図にインナーストローをあてて長さを確認し、適切な長さのインナーストローを取り付けてください。

取りはずしかた
ストロー部と通気部を、表側から
押し込んで取りはずしてくださ
い。

キャップの閉めかた
キャップを閉める際は、漏れない
ストローの飲み口に触れず、そ
のまま閉めてください。

取りはずしかた
図のように飲み口の口元部左右
を内側に押し込むようにはずし
てください。
※飲み口を取りはずす際は、飲
み口のスリットを押さないよ
うに注意してください。

※あくまで目安であり、くりかえしながらできるようになります。
　①→②の順番通りでない場合もあります。
　見守る大人のかたも焦らず、お子さまの成長を感じながら、一緒に楽しんであげてください。

●ストロー部の先端から飲み
ものが出てくる場合には
14 ページをご覧ください。

●キャップを開けた状態で、
横倒しにしたり振ったりしな
いでください。ストロー部
の先端や通気部から中身が
漏れ出してしまうことがあり
ます。

注意

●ストロー部の先端から飲み
ものが出てくる場合には
14 ページをご覧ください。

●キャップを開けた状態で、横
倒しにしたり振ったりしない
でください。ストロー部の先
端や通気部から中身が漏れ
出してしまうことがあります。

注意

注意

ストロー部の先端を唇をすぼめ、くわえられるよう
になると、少しずつ飲みものを吸い上げることがで
きるようになります。
「はじめてストロー」で上手に吸い上げることができ
るようになったら「漏れないストロー」をご使用くだ
さい。ストロー部の先端がふっくらしていて、くわえ
やすく飲みやすい形状になっています。

はじめてストローと漏れないストローはキャップを開い
たまま放置すると、ボトルの内と外の温度差による圧
力の差で飲みものがストロー部から出てくる場合があ
ります。
そのような場合は、通気部を図Bのようにアダプター
側突起に引っかけると、空気弁が開き圧力が抜け、ス
トロー部から飲みものが出てくることを防ぐことがで
きます。
※図Bの状態でマグを倒したり持ち運んだりすると
中身がこぼれます。お子さまに与える前には必ず通
気部を通常の状態（図A）に戻してください。
※左の「　 注意」内の図のように通気部を指で押して
変形させることで、一時的に圧力を抜くこともでき
ます。

ストロー飲み習得

ハンドルの取り付けかた
●ボトルとハンドルの凹凸
部があうようにセットして
ください。

① ②

トレーニング開始

　　ラインに飲みものがくる
ように傾ける。

●はじめてコップの飲みものの出かた
口元部を下唇にのせ、口元部のフ
チを唇ではさみ込むようにします。
飲み口をくわえたときだけスリット
が開き水分が出ます。
※はじめてのコップ飲みでは、マグ
を傾ける角度がわかりません。
大人のかたがサポートしてあげ
てください。

傾けサポート（傾け角度の目安）
大人のかたが傾きを確認しながら、お子さまのお口に
あわせてください。

①

ストロー部をくわえる…飲みものが適量出る 唇をすぼめる…飲みものを吸い上げる

②ボトルにハンドルをセットしてください。
③キャップを閉じ、ボトルにアダプターを取り付けてください。ハンドルとア
ダプターの凸部があうまでしっかり締めてください。

漏れないストローをスタンダードボトル（240ml）で使用する場合

はじめてストローをスタンダードボトル（240ml）で使用する場合
漏れないストローをラージボトル（340ml）で使用する場合

お子さまがくわえこむと、ストロー部の根元が押
され、適量の飲みものがストロー部の先端から出
ます。
トレーニングを開始したころは、大人のかたがスト
ロー部の先端をお子さまのお口に入れて様子を見
てあげてください。

組み立てかた  
①ストロー部と通気部を図のように、アダプター裏側から、押し込んで取り
付けてください。

②インナーストローを図のように   　ラインまでしっかり差し込んでください。
※ 差し込んだら、インナーストローを軽く引っぱり、抜けないことを確認してくだ
さい。

③ボトルにハンドルをセットしてください。
④キャップを閉じ、ボトルにアダプターを取り付けてください。ハンドルとア
ダプターの凸部があうまでしっかり締めてください。

組み立てかた  
①ストロー部と通気部を図のように、アダプター裏側から、押し込んで取り
付けてください。

　

②インナーストロー取り付け部に
インナーストローを奥までしっ
かり差し込んでください。
※差し込んだら、インナースト
ローを軽く引っぱり、抜けない
ことを確認してください。

③ボトルにハンドルをセットしてください。
④キャップを閉じ、ボトルにアダプターを取り付けてください。ハンドルとア
ダプターの凸部があうまでしっかり締めてください。

●最大目盛
 MAX  と表示され
ています。
スタンダードボトル
…240ml　
ラージボトル 　
…340ml

●キャップを少し開けたところで、凸部がありクリック感のある構造になっています。ご使用の際は、ゆっくりキャップを開き
きってください。閉じる際は、「カチッ」と音がするまでしっかり押してキャップをロックさせてください。

●キャップを少し開けたところで、凸部がありクリック感のある構造になっています。ご使用の際は、ゆっくりキャップを開き
きってください。閉じる際は、「カチッ」と音がするまでしっかり押してキャップをロックさせてください。

●ご使用の際は、ゆっくりキャップを開ききってください。
　閉じる際は、「カチッ」と音がするまでしっかり押してキャップをロックさせてください。

取りはずしかた
ストロー部と通気部を図のよう
に、表側から押し込んではずし
てください。

●ストロー飲みができるようになるまで
使い始めの慣れないお子さまは、目安として150ml以上の容量の飲みものを入れてください。くわえたときにストロー先端か
ら飲みものが出やすくなります。
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