
哺事Lぴん ・乳首専用

コンビ 電子レンジ消毒&薬 液消毒器

告部のなまえ
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(パーツケース用)

水抜き栓

凸(突起) ●プレート

哺乳びん
ホ)レダー
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●トレー

●パーツケース

横置き脚 見切り線

(薬液消毒時)

プレート受け
プレート受け

(電子レンジ消毒時)
(薬液消毒時)

哺字Lびん 予L首専用の電子レンジ消毒器&薬 液消毒器です。また、哺乳びん 乳 首を電子レンジ

で加熟消毒した後、そのままの状態で保管ケースとしても使用できます。

●電子レンジ消毒と保管が同時にできる消毒 保 管ケースです。

●大回径哺乳びんが、2本すつ4本収納できます。※びんの大きさによつて|よ2本すつ入らなしヽ場合があります。

●保管ケースがまること消毒できるので衛生的です。

●電子レンジ消毒|よ、一般家庭用電子レンジでわすか5分。消毒後はそのまま保管できます。

●乳首 キ ャップ フ ー ドなどがセットできる専用パーツケース付きで、かさばりません。

●薬液消毒にも使用できます。

※薬液消毒をこ使用の場合、各製品の用法 用 量 使 用上の注意をよくお読みになり、各製品の説明にした

がつてこ使用ください。

●部品の取り|よすしができ、洗いやすく衛生的です。

ターンテーブル   レ ンジ皿
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●対応できる電子レンジおよび庫内寸法 (加熱室有効寸法)
・幅27 0cm以 上×奥行2フ OCm以 上×高さ

]35c岡 以上 (レンジの皿から天画までの寸法)
※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、こ注意くださしヽ。
・フラットタイプの電子レンジにも使用できます。

製品にお気付きの点がございましたら、コンシューマープラザ (Customer Sett ce Center)ま でこ連絡くださしヽ。

コンシューマープラザ(Customer Serv ce Center)
〒0090025 埼 玉県さいたま市岩槻区釣上新国271   TEL(048)797 1000 FAX(048)7986109
〈ホームページ上でのお問いあわせ〉http//1Vww comb co」p/sOudan/faq_baby him

l        こ の取扱説明書 よ 再 生紙を使用 しています。

Wで 消毒じよ～す
取扱説明書

こ使用の前に、必す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。また、本書は大切

に保管してください。

製品の概要

製品の特徴

( 薬 液消毒器として  》   (電 子レンジ消毒器として)
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安全にお使いいただくために

製品を使用する上でこ理解しヽただきたい 「警告」および 「注意」事項を記載してしヽます。

製品を正しく安全にお使しヽしヽただき、 「危害」や 「損害」を未然に防止するためのものです。こ

こに記載した内容を無視した場合、重大な損害を被るおそれがあります。よくお読みの上、製品

をこ使用くださしヽ。

△注意

薬液の使用 について

・薬液消毒の各製品にある用法 用 量 ・使用上

の注意をよくお読みになり、各製品の説明に

したがってこ使用くださしヽ。

※こ不明の場合|よ、弊社コンシューマープラザ

までお間しヽあわせくださしヽ。
・消毒溶液※]の入つた本体は直射日光に当たる

場所に置かなしヽでくださしヽ。 (消毒効果が低

下します。)
・消毒する哺乳びん、乳首、キャップ、フー ド

などの部品が必す消毒溶液に完全に浸かるよ

うにしてください。 (浸かつていなしヽ部分は

消毒されません。)
。おしゃぶりを消毒する際、先端部分に消毒溶

液が入ることがあります。その際|よ、ゴムの

部分を清潔な指で押し、消毒溶液を出し切つ

てからこ使用くださしヽ。
・天然ゴム製品を消毒浴液に浸けなしヽでくださしヽ。

・金属製品を消毒溶液に浸けなしヽでくださしヽ。変色・

変質やさびるなどの原因になります。(消毒ばさ

みを使用する場合は、実液対応の消毒ばさみを

こ使用くださしヽ。)
・メラミン食器を)肖毒溶液に浸けなしヽでくださしヽ。
・薬液消毒をする製品によつては、印刷物 (文字

絵)や 材質などが変色 変 質する場合があり

ますので、こ注意くださしヽ。
・菜液および消毒溶液は衣類などに付くと脱色 ・

変色のおそれがあります。消毒溶液が飛び|よ

ねないように注意してこ使用くださしヽ。
・薬液消毒の際は縦置きにしてこ使用ください。

消毒溶液の入つた状態で横置きにすると中の

消毒溶液がこぼれますので絶対にしないでく

ださい。本体を移動する際|よ、重くなつてしヽ

ますのでこ注意くださしヽ。

※]消 毒浴液=薬 液を入れて作つた溶液

△ 注意

その他

・衛生管理のため、使用前に|よ柔らかしヽスポン  ・ 火のそばに置かなしヽでくださしヽ。

ジに中性洗斉」を含ませて製品をよく洗浄し、   。 たわし 磨 き粉などで磨かなしヽでください。(傷

水またはお湯でていねしヽにすすしヽでくださしヽ。    が 付くことがあります。)

仕 様 お手入れ

・衛生管理のため、使用前には柔らかいスポン

ジに中性洗斉」を含ませて製品をよく洗浄し、

水また|よお湯でていねしヽにすすいでくださしヽ。
・水切りをこまめに行しヽましょう。

全|.喜爵Bと七油分が残らない
書1 居富RF馬雪升を寮畳モ亀

・たわし・磨き粉などで磨か

ないでください。 (傷がつ

毒すると、溶けたり変形す

る原因になります。)

サイズ

幅2]9cm× 奥行]3 3crn×高さ21 3cm

原料樹脂 耐熱温度

本 体 ポリプロピレン ]40℃

トレー ポリプロピレン ]40℃

フ タ ポリプロピレン 140℃

プレー ト ポリプロピレン 140℃

パーツケース ポリプロピレン ]40℃

水抜き栓 エラストマー ]40℃

△警告

電子 レンジ使用時のやけどについて

・傾けて水抜き栓を開けないでくださしヽ。 (内部

に残つた熱湯がこばれ、や|ナどをするおそれが

あります。)
・水抜き栓を開けたまま使用しなしヽでください。

(本体を取り出すときに、水抜き栓から熱湯が

出て、やけどをするおそれがあります。)
。加熱直後|よお子さまを近づけなしヽでくださしヽ。(内

部に残つた熱湯がこぼれ、やけどをするおそれが

あります。)
・加熱直後は取り出さないでください。(高温になつ

てしヽます。内部に熱湯が残つてしヽます。蒸気が

出る場合があります。フタの周囲から湯滴が出

る場合があります。)

※本体が冷めるまで、電子レンジ庫内に置しヽてか

ら取り出してくださしヽ。
・電子レンジ庫内の壁面|よ、電子レンジ使用後、

熱くなつてしヽる場合があります。出し入れの際、

やけどをしなしヽよう十分にこ注意くださしヽ。
・本体を電子レンジから取り出す際|よ、フタ側を

下げないように取り出してくださしヽ。

△ 注意

電子 レンジの便用 について

。こ使用の前に、電子レンジ庫内が冷めてしヽるこ

とを確認してください。

※必す電子レンジ機能のみで使用してくださしヽ。

オーブン ト ースター ・グリル オ ー ト機能で

の加熱|よ絶対におやめくださしヽ。(本体の変形

や電子レンジの破損の原因になります。)
・水の量が60mlよ りも少なしヽ状態や、空の状態

では絶対に使用しなしヽでくださしヽ。(本体の変

形や電子レンジの破損の原因になります。)

※水の量が多すぎると水滴が多くなるなどやけど

をするおそれがありますので、こ注意くださしヽ。
・5分以上カロ熱しないでくださしヽ。 (本体の変形

や電子レンジの破損の原因になります。)
・哺乳びん 。乳首 キ ャップ フ ー ドなど|よセッ

トする前にされしヽに洗つてくださしヽ。

(汚れた状態で消毒すると、溶けたり変形する

原因になります。)
・各部品とも油分が残らなしヽようにてしヽねいに洗つ

てくださしヽ。(汚れた状態で消毒すると、溶|ナ

たり変形する原因になります。)

・汚れた電子レンジ皿にのせなしヽでくださしヽ。 (汚

れがついてしヽる部分が高温になるため、溶けた

り変形する原因になります。)
・ターンテーブルまた|よ、金属製の電子レンジ皿

の上に直接のせなしヽでくださしヽ。 (本体が溶け

る原因になります。電子レンジ専用皿がなしヽ場

合|よ、陶器製で無地の皿をこ使用ください。)
・ターンテーブル付きの電子レンジは、必すター

ンテーブルが回転する状態で使用してくださしヽ。

(回転しなしヽ場合、溶|ナたり変形する原因にな

ります。)
。一般家庭用電子レンジ(高周波出力500～ 700W)

の範囲内でこ使用ください。 (範囲外で使用す

ると、溶けたり変形する原因になります。)
・加熱する前に電子レンジの取り扱しヽ方法を再確

認してくださしヽ。



雀封響F垣雪提経鉦拷1側
がありますの

讐|・謡緞猪詳瑞論1費務

。本体を電子レンジに入れるときは、必す横置

き脚を下側にしてください。そのとき、 トレー

が上側になる場合にはトレーとパーツケース

ない状態や、空の状態では使用しないでくだ

さい。本体の変形や、電子レンジの破損の原

因になります。

52 トレーに水60mlを入れ、哺乳びんを置く。

※哺乳びんの目盛りを使うと便利に計れます。

哺乳びんをセットしたら、 ト レー

を本体の奥に止まるまで差し込む。

パーツケースに哺乳びんからはすしたキャッ

プ・字L首・フードを入れ、フタを閉じる。

高さのあるキャップ・乳首は、図のように

パーツケースの中央に重ねて置きます。

△
注
意

哺乳びん・乳首・キャップ・フードなどはセットす

る前にきれしヽに洗つてください。(汚れた状態で

消毒すると、溶けたり変形する原因になります。)

パーツケースを、本体に差 し込む。

パーツケースの平らな面を上にして、

本体両1員」のレーブ以こ乗せて差し込みます。

8電
子レンジ機能で5分間カロ熱する。

△
・
鶴舗子k誕ぎ解

だけ榔妖方法で

警|・安万と7檀乙ツ旦ラ學電子形訴菖竪し
ているか確認してください。

本体が冷めたら、電子レンジから取

り出す。
※取り出す前に、本体が充分冷めてしヽること

を確認してくださしヽ。

※電子レンジから取り出す際は、フタ側を下

|ザなしヽように取り出してくださしヽ。

9
トレー にプ レー トをセ ッ トし、本

体にセッ トする。

●本体を横置き脚を下側にして横にね

かせます。

● トレーにプレー トを差し込み、本体

下倶」にあるレールの下に入れます。

※トレーが本体よりも少し出てしヽると

哺字しびんがセットしやすくなります。

プレー ト受け

3

4

7
電子レンジに入れる。

①図のように八ンドルを持つて電子レン
ジまで運ぶ。

②電子レンジ皿の中央にのせる。
このとき、フタ側を下げなしヽように電

子レンジの中に入れてください。

10本体から残つた水を抜く。

水抜き栓を開け、本体を傾けて水を抜

きます。

プレー トの哺乳びんホルダーに哺乳び

んの口をかけて並べます。

△
注
意

・水抜き桂を開けたまま使用しないでください。

(本体を取り出すときに、水抜き桂から熱湯

が出て、やけどをするおそれがあります。)
。フタがスムーズに閉まらない場合は、 トレー

とパーツケースが逆にセットされているおそ

れがありますので、もう1度こ確認ください。

△
警
告

加熱直後は取り出さないでください。(高

温になつています。内部に熱湯が残つて

います。蒸気が出る場合があります。ま

た、フタの周囲から湯滴が出る場合があ

り、やけどをするおそれがあります。)

※フラットタイプの電子レンジにも使用できます。



・薬液消毒の使用に際しては、各製品の用法 ・用量 ・  清 潔な指で押し、消毒溶液を出し切つてからご

使用上の注意をよくお読みになり、各製品の説   使 用ください。

明にしたがつてこ使用ください。          ・ 天然ゴム製品を消毒溶液に浸けないでください。

△| ・理露荏文猟善習是客忌rめ
に水の量と薬液の量は  。

ぷ房客奮び馨ビ鷲曇薇!案`晶壕樫こ亀皇基躍計
警|・朝撃縫ピ準して管時・直射日光を避けて保管してください。         付 くと脱色 ・変色することがあります。

・哺乳びん ・乳首 ・キャップ ・フー ドは消毒する  。 お子さまの近くでは危険ですので絶対に行わな

前に野菜用洗剤などでよく洗つてください。     い でください。
・おしゃ石iりを消毒する際、先端部分に消毒溶液が  。 お子さまの手の届かない所に保管してください。

入ることがあります。その際は、ゴムの部分を

トレー を少 し本体 よ り上 に出 し、

プレー トをプレー ト受けに差 し込む。

※ブレート|よ哺乳びんホルダーを下倶」にし

ます。

キャップ ・字L首 フ ー ドなどの浮きを

プレー トが抑え、完全に消毒溶液に浸

します。

本体のフタを閉じる。

定められた時間、消毒溶液に浸してお

くだけで消毒できます。

5

●哺乳ぴんからキャップ ・平L首・フー ドをはすします。

●薬液消毒では、パーツケースは使用しません。

調 字Lの直 前 に手 をよ く洗 い、消毒

溶液 の 中か ら哺乳 びんな どを取 り

出す。

※消毒溶液から取り出したあと、すすぐ必
要はありません。臭しヽなどが気になるよ
うでしたら水道水ですすしヽでくださしヽ。

※哺乳びんなどすべてを取り出した後、本
体に残つた消毒溶液はシンクなどに流し
てくださしヽ。

※薬液消毒対応の消毒ばさみをこ使用の場
合は、消毒ばさみの使用方法をよく読ん
でお使いくださしヽ。

△
注
意

哺子Lびん ・キャップ ・乳首 ・フー ドなど

が消毒溶液に完全に浸かつているか確認

してください。

保管する

電子レンジカロ熱消毒後24時 間以内は衛
生的な状態で保管できます。

保管の際、哺乳びんの中に水滴が残つたまま

の状態でもこ心配なくこ使用になれます。

縦置き、横置きどちらでも保管できます。

必すフタをして保管してください。

△
注
意

電子レンジカロ熱消毒後、24時 間を超えて保

管した場合は、使用方法にしたがつて再度電

子レンジ加熱消毒をしてください。

1否塔看品こ垂ぁ晶ユ
~を横置き脚

横置き脚

トレーがレールの外側になるように差

し込みます。

レール

本体のAン ドル上にある見切り線ま

で水 (3.4L)を 入れ、薬液を入れて

消毒溶液を作る。

※薬液量は各製品の用法 用 量 使 用上の

注意をよくお読みになり、各製品の説明

にしたがつてこ使用くださしヽ。

哺乳ぴんの回を上にして、気泡が入

らないようにゆつくりとねかせるよう

にして消毒溶液に浸す。

キャップ・字L首・フードは残りのスペー

スに気泡が入らなしヽように浸します。

消毒溶液が飛び散らないように注意して

書|とど京署ち賛堺:こ
付くと脱色・変色する

2

・消毒溶液が飛び散らないように注意し

てください。衣服に付くと脱色 ・変色

△ | す ることがあります。

讐|・置言だ覆F縁唇晨紫ふ層者撃住岳署急
えてから哺乳びんに残つた消毒溶液を

出してください。

見切り線


