
コンビ テテオ 授乳のお手本  病産院用哺乳びんセット

取扱説明書
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、使用方法を正しく理解してから製品をお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

この製品は、お子さまの授乳や他の飲みものを与えるためのものです。それ以外の用途では使用しないでくだ
さい。
この製品は、実際に病産院内で使用されているものと同じ仕様です。一般用の「テテオ  授乳のお手本  哺乳び
ん」との部品の互換性はありません。

■安全にご使用いただくために以下の注意をお守りください。

■必ず洗浄・消毒または除菌したものをお使いください。
 はじめてご使用になる前にも、必ず洗浄・消毒または除菌をしてください。

注
意

ヤケドやケガのおそれがあります。下記の点には十分ご注意く
ださい。

●お湯を入れる際、哺乳びんは熱くなります。清潔なタオルな
どをお使いください。 
●お子さまのそばで調乳することはおやめください。 
●ミルクの温度を必ず確認してから授乳してください。 
●乳首は正しく確実に取り付けてください。取り付けが不完全
ですと乳首がびんからはずれたり、飲みものが漏れることが
あります。 
●落としたり、倒すなど衝撃を与えないでください。びんが割
れるおそれがあります。 
●電子レンジ除菌および煮沸消毒後は、製品が高温になり
ます。

各部のなまえ

洗浄の方法

消毒・除菌の方法

●はじめてご使用になる前に、必ず洗浄・消毒または除菌をしてください。
●食器洗浄機や食器乾燥機は使用しないでください。

注
意

● 授乳後はすぐに洗浄してください。カビ
や雑菌が繁殖するおそれがあります。

● たわし、スポンジたわしの硬い部分、研
磨剤入りナイロンたわし、金属たわしな
どは使用しないでください。製品の表面
に傷がついたり、印刷がはがれるおそれ
があります。

● アルカリ整水器などで作る酸性水は使
用しないでください。印刷がはがれるお
それがあります。

● ガラス製びんの口元は、軽い衝撃でも割
れたり、欠けたりするおそれがありま
す。洗浄時は特に注意してください。

● 付属のニップルピンはお子さまの手の
届かないところに保管してください。誤
飲やケガの原因となります。

テテオ乳首専用ニップルピンの使いかた
乳孔や空気孔がつまったり密着すると乳首がつぶれたり、飲みにくくなる原因
となります。洗浄と授乳の際に、付属のニップルピンで手入れしてください。

3つの乳孔に細いピン側を軽く回
しながらやさしく差し込みます。

空気孔に太いピン側を軽く回しな
がらやさしく差し込みます。

乳孔の場合 空気孔の場合

● 洗浄後は消毒または除菌をしてください。
● はじめてご使用になる前にも、必ず洗浄・消毒または除菌をし
てください。
● 煮沸・薬液・電子レンジによる消毒または除菌ができます。
● 食器洗浄機や食器乾燥機は使用しないでください。

注
意

● ガラス製びんを煮沸するときは、水の状態
から入れてください。急激な温度変化は破
損・割れの原因となります

● 3分以上煮沸しないでください。過度の煮
沸は製品を早く痛めます。

● 小さい鍋で煮沸をすると、各部品が鍋のふ
ちに密着して変形するおそれがあります。

● 煮沸の際は、アルカリイオン整水器などで
作る酸性水は使用しないでください。印刷
がはがれるおそれがあります。

● 電子レンジ除菌および煮沸消毒後は、製品
が高温になります。ヤケドに注意してくだ
さい

● 電子レンジ除菌および煮沸消毒後のびん
を、高温の状態から急冷却しないでくださ
い。破損・割れの原因となります。

● 漂白はしないでください。びんが変色した
り、印刷がはがれるおそれがあります。

煮沸消毒について

たっぷり水を入れた大きい鍋にびんを入れ、沸騰させます。びんの中に水
が入るようにしてください。沸騰したら、その他の部品を入れ、２～３分
間煮沸してください。

薬液消毒・除菌について
哺乳用品用の薬剤をお使いください。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、びんの印刷色が変色したり薄くなることが
あります。

電子レンジ除菌について
哺乳用品用の除菌用具をお使いください。詳しくは各用具の使用方法に
従ってください。

・ 授乳後は、すぐに分解してぬるま湯につけ、やわらかいスポンジを使用し、コンビの哺乳びん用洗剤でよく洗浄してください。
・ 乳首は、コンビの乳首専用の洗浄ブラシで内側を洗い、乳孔や空気孔はよくもみ洗いし、付属のニップルピンで手入れしてく
ださい。
・ びんの内側は、コンビの哺乳びん専用ブラシでよく洗浄してください。

使用目的と注意事項

●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
くところでお使いください。
●お子さまの手の届かないところに保管してください。
●火のそばに置かないでください。変形・破損・割れの原因
となります。 
●びんは、お使いになるたびに、傷・ひび割れ・亀裂・欠け・
変形が生じていないことを確認してください。万一、生じ
ている場合はすぐに使用を中止してください。びんが割れ
て、ヤケドやケガをするおそれがあります。特にびんの口
元は、軽い衝撃でも割れたり、欠けることがあります。
●フタをつかんで持ち上げたり、振るなどするとフタだけが
はずれ、哺乳びんが落下するおそれがあります。

※病産院内でのオートクレーブご利用について
　標準的な推奨条件は、121℃ 2気圧で、20分間です。過度な温度・圧力・時間は劣化を早めます。
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乳首について

● お子さまの歯の状態やくわえかたに
よっては、乳首に傷・亀裂などが生じや
すくなる場合があります。乳首は傷つく
とやぶれることがありますので、小さな
傷でも、使用を中止してください。

● 乳首は長時間直射日光にあてないでく
ださい。

・ お子さまは１つの乳首になじむと新しい乳首を嫌がる
ことがあります。この製品を2セット以上ご使用にな
るか、または一般用「テテオ 授乳のお手本 哺乳びん」
との併用をおすすめします。

・ このびんには、｢テテオ 授乳のお手本 病産院用乳首｣
以外は取り付けできません。

調乳の方法 授乳の方法

●調乳は、必ず清潔な手で行ってください。
●びんの目盛は、目安としてお使いください。精度が必要な場合は、別容器で計量してください。

① 必要量のミルクをびんに入れます。
② 1度沸騰させた70℃以上のお湯を、できあがり量の1/2～ 2/3ほ
ど入れます。

③ ヤケドに注意してフタをし、清潔なタオルなどでくるんで、円を描
くようによく振ってミルクを溶かします。

④ フタを取り、できあがり量まで70℃以上のお湯を加えます。
⑤ ヤケドに注意してフタをし、清潔なタオルなどでくるんで、さらに
よく溶かします。

⑥ 溶けたらびんの矢印部(右イラスト参照)を持ち、冷水の入った容器
に入れて、授乳できる温度まで冷まします。このとき、びんの中に水
が入らないよう、冷水は指より下にあてるようにします。

⑦ びんの外側に付いた水を、清潔なふきんなどでふき取ります。
⑧ フタを取り、ミルクをこぼさないように乳首を取り付けます。
　（「乳首の取り付け方法」参照）

注
意

● お湯を入れたときは、びんが高温になります。ヤケド
に注意してください。

● お子さまのそばで調乳することはおやめください。ヤ
ケドをするおそれがあります。

● びんを振る際、フタのすき間からミルクがこぼれ、ヤケ
ドをするおそれがあります。

● フタをつかんで持ち上げたり、振るなどするとフタが
はずれ、哺乳びんが落下するおそれがあります。

● 乳首は正しく確実に取り付けてください。取り付けが
不完全ですと乳首がはずれたり、ミルクが漏れて思わ
ぬ事故につながるおそれがあります。

● 哺乳びんを逆さにすると乳孔からミルクが出てきま
す。ご注意ください。

● 調乳時に沸騰しているお湯を使用し、急冷却するなど
急激な温度差をびんに与えないでください。破損・割れ
の原因になります。

● 調乳したミルクを哺乳びんに入れたまま、電子レンジ
で再加熱しないでください。加熱ムラによりお子さま
がヤケドをするおそれがあります。

●調乳後はなるべく早めに授乳してください。

調乳後、授乳適温まで冷ましてから乳首を取り付け
てください。
乳首を取り付ける際は、ミルクをこぼさないよう
ご注意ください。

注
意

● ミルクの温度を必ず確認してから授乳
してください。

 ヤケドをするおそれがあります。
● 授乳前に、正しく乳首が取り付けられ
ているか確認してください。

 取り付けが不完全ですと漏れや乳首が
はずれる原因となります。

乳首の取り付け方法

警
告

電子レンジを使用して、哺乳びんで調乳用のお湯を沸か
すことはおやめください。突沸現象（※）により、お湯が
飛び散るおそれがあります。　
※突沸現象：過熱したお湯などが振動を受けたりした途
端、突然沸騰する現象

授乳適温の確認
腕の内側に哺乳びんをあてたりミルクを2～3滴たらして、やや温かく感じる
程度の適温になっているか確認してください。

一般用「テテオ 授乳のお手本  哺乳びん」（別売）について

・ 一般用は形状、取り付けかたが異なるため、この製品との部品の互換性はありません。
・ 乳首はSSサイズ、Sサイズ以外に、2・3ヵ月～18ヵ月まで使用できるMサイズがあります。
・ 哺乳びんは160ml SS サイズ乳首付と240ml M サイズ乳首付があります。
 外出時やお子さまの成長に応じて、ご使用ください。

乳首の向き

授乳時間は
15～ 20分が目安です。母乳と同じ程度の時間
で授乳することをおすすめします。

飲ませるときは
お子さまをだっこして、飲ませてください。

乳首の持ち手が上になるように授乳してくだ
さい。 ● お子さまの上唇が巻き込まれず、はっきり

見えるようにくわえていることを確認して
ください。

● 乳首や空気孔は材質の特性上、つまったり
密着して機能しなくなることがあります。授
乳の際に付属のニップルピンで手入れして、
つまったり密着したまま使用しないよう注意
してください。

注
意
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商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。
コンシューマープラザ（Customer Service Center）
受付時間：10 : 00～17 : 00（日祝日、年末年始を除く）〒339-0025　埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271 
■総合受付（各種ご相談）窓口　商品に関するお問い合わせ /修理のご要望 /各種ご相談 /その他
TEL.（048）797-1000　FAX.（048）798-6109
■部品販売（相談）窓口　部品購入のお問い合わせとご注文 
TEL.（048）797-1001　FAX.（048）798-6109
＊コンシューマープラザホームページ　http://www.combi.co.jp/cp/ 

■公式ホームページ　           http://www.combi.co.jp
■公式オンラインショップ　 http://www.combishop.jp
■公式製品＆育児情報サイト・コンビタウン http://www.combibaby.com

②持ち手を引きながら
　乳首をびんにかぶせる

※フタを持たず、びんの
　矢印部を持ってください。

①片方の指で、持ち手の
　反対側をびんに
　押し付けるように
　押さえる

持ち手




