
さく乳ボトルキット
このたびは、ピジョンさく乳ボト
ルキットをお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書
をよくお読みになり、正しくお
使いください。
お読みになったあとは、大切に
保管してください。

母乳育児を
家族みんなで
楽しみましょう。

P. 2 各部のなまえ
P. 3 お使いになる前に
P. 5 組み立てかた
P. 8 さく乳のしかた
P. 9 母乳保存のしかた

使う

もくじ

● 知ってほしいこと
P. 1 安全上のご注意

P.13 製品仕様

裏表紙 保証について

● こんなとき
P.11 お手入れのしかた

P.12 上手にさく乳できないとき

P.14 部品のご購入について

保証規定
1．�有効保証期間は、「お買い上げ後1年間」です。
2．�ご使用中、万一、故障が発生した場合は、お買い上げの販売店またはピジョンお客様相談室へ現品に保証
書をそえて、修理をご依頼ください。

3．�ただし、下記の場合は保証期間中でも有償になります。
（イ）ご使用上で取り扱いの過誤により発生した故障。
（ロ）製品の改造�あるいは不当な修理により発生した故障。
（ハ）故障の原因が本製品以外に起因する場合。
（ニ）消耗部品。
（ホ）保証書のご提示がない場合。
（へ）保証書各項目の記入モレ、捺印モレ、あるいは字句が訂正されている場合。

4．�保証書は再発行いたしません。（大切に保管してください。）

＊保 証 書＊

品名 さく乳ボトルキット 保証期間
お買い上げ日

お買い上げ日より1年間
　年　　月　　日

お
客
様

お名前

ご住所　〒

電話　　　（　　　　）

販
売
店

店　名

住　所　〒

電話　　　（　　　　）

＊太枠内の記入なき場合は無効となりますので、必ずご記入ください。
＊ただし、お買い上げ時のレシートまたは販売証明書の添付でも有効です。

保証書は、日本国内においてのみ有効です。
この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いまして、
この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修
理などにつきまして、お分かりにならない場合は、お買い上げの販売店またはピジョン(株)お客様相談
室までお問い合わせください。

保証について

ピジョンホームページ
お客様サポート

ピジョン株式会社　〒103-8480　東京都中央区日本橋久松町4-4

	 	 　https://support.pigeon.co.jp/
� （お客様相談室）� TEL：0120-741-887  
� � 受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く）

「母乳アシスト」「母乳実感」は、ピジョン（株）の登録商標（日本国内）です。
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安全上のご注意

びんに160ml以上、さく乳しない。
さく乳した母乳があふれる恐れがあり
ます。

過度の使用、連続しての吸引をしない。
乳房をいためる恐れがあります。

乳房がいたむときは、使わない。      
（さく乳しない。）
症状が悪化する恐れがあります。

シンナー・ベンジン・アルコールなどで拭かない。
変形・破損の原因になります。

研磨剤の入った洗剤は使わない。
キズが付く原因になります。

火の近くに置かない。
変形・破損の原因になります。

落としたり倒したりなど、強い衝撃を与えない。
破損や故障の原因になります。

使う前には毎回、キズ・割れ・欠け・変形な
どの異常がないことを確認してから使う。

さく乳は手を清潔にして行う。　

使う前に、必ず洗える部品の洗浄・
消毒を行う。

乳幼児の手の届くところに置かない。
誤って部品を飲み込んだり、ケガの恐れ
があります。

さく乳以外の目的で、使わない。
思わぬ事故の原因になります。

誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害
の程度を、次の表示で説明しています。

誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負
う可能性が想定される内
容を示します。

製品使用上、必ず実行して
いただきたい内容を示し
ます。

誤った取り扱いをすると、
人がキズを負ったり、物的
損害が想定される内容を
示します。

製品使用上、禁止行為を示
します。

警告

警告

注意

注意

指示

禁止

お守りいただく内容の種類を、次の表示で説明
しています。（下記は、絵表示の一例です。）

160ml	以上

各部のなまえ

部　品 個　数

A チューブ（コネクター付き） 1
B 本体キャップ 1

C ソフトカップ 1

D 本体 1

E シリコーンキャップ 1

F シリコーン弁 2
（予備1個含む）

G さく乳口（Mサイズ） 1

H さく乳口パッド（Mサイズ） 1

I びん 1

J ボトルスタンド 1

K キャップ 1

L 母乳保存用シリコーン蓋 1

■ 付属品
付属品をびんにセット	
すると、冷蔵保存でき
ます。 K

L

＊3：	さく乳口のフチが
一部、へこんでい
ますが問題ありま
せん。

G

H  

＊3

I

J

A＊1  

B  

C  

D  

E

F

＊1：	コネクターは、	
はずさないで	
ください。	
万が一はずれ
た場合は、つけ
なおしてくだ
さい。

＊2：	予備1個付き

コネクター

1 2
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購入時にセットされている部品は、
分解してください。1分解

本体部

さく乳口部

シリコーンキャップ

1 本体キャップを回し
てはずします。

2 ソフトカップを	
取り出します。

ソフト
カップ

お使いになる前に

※	洗浄には「哺乳びん野菜洗い」などの洗剤をご使用ください。

部品を組み立ててください。
（P.5～7参照）

洗剤で、部品をよく洗ってください。2洗浄

❶煮沸消毒の場合
大きな鍋に水をたっぷり入れ、よく洗浄した
部品を入れて、火にかけて沸とうさせます。
（消毒時間は、沸とう後、3～5分）
※	水をたっぷり入れて煮沸し
ないと、鍋のフチについて
変形する恐れがあります。
※	過度の煮沸をすると、商品
を早くいためる恐れがあ
ります。

❷薬液消毒の場合
哺乳びん・乳首専用の消
毒液（「ピジョンミルクポ
ン」など）を使います。詳
しくは、消毒液の取扱説明
書に従ってください。
※	薬液消毒の場合、哺乳び
んの色が薄くなることがあります。

❸電子レンジ消毒の場合
電子レンジ消毒専用の容器（「ピジョン電子
レンジスチーム＆薬液消毒ケース」など）を
使います。詳しくは、電子レンジ消毒専用の
容器・ご使用の電子レンジの取扱説明書に
従ってください。

※	部品をそのまま電子レンジに入れて、消毒
することはできません。

洗浄後、❶❷❸のいずれかの方法で  
消毒してください。3消毒

購入時はセット
されています。

❶抜く

❷
回す

❸ 
はずす

本体
キャップ

本体

チューブ

チューブ＊1

本体
キャップ

ソフト
カップ

本体コネクター

購入時は
セットされて
います。

さく乳口

さく乳口
パッド1 さく乳口パッドから	

さく乳口をはずします。

1 シリコーンキャップからシリコーン弁を	
はずします。
❶ シリコーン弁を	
上から押す

 シリコーン弁

❷
 はずす

3 4
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正しい向き 裏返し
な
な
め
上
か
ら

見
た
図

断
面
図

3 ソフトカップを 
本体に入れます。

♦ポイント
ソフトカップが裏返しになっていないか確認して
ください。

ソフト
カップ

本体

中に細い線がある 段差がある

組み立てかた
●ご使用前に必ず、分解・洗浄・消毒してください。（P.3・4参照）
●洗浄・消毒したあとは、水気を完全に取ってから、組み立ててください。

注意
ソフトカップに水気やホコリが付いていないか確
認してからお使いください。
特にソフトカップの内側に水気やホコリが付いて
いると、故障の原因になります。

★ 組み立て前に、石けんで手をよく洗って
清潔にしてください。

♦ポイント
使用感のお好みで、さく乳口パッドを	
取り付けずに使うこともできます。

6 さく乳口をさく乳口パッドに 
はめ込みます。 さく乳口

さく乳口パッド

5 本体をびんに 
取り付けます。 本体

びん

❶はめる

❷回す

確認ポイント さく乳口取り付けの際、以下のポイントを確認してください。

❶さく乳口は確実に	
さく乳口パッドに	
はめ込まれていますか？

❷さく乳口を正面から見て、	
さく乳口パッドの内側は	
きれいな円になっていますか？

❸さく乳口パッドの内側は、	
さく乳口にぴったりと	
密着していますか？

ぴったり
はめ込まれている

きれいな円に
なっている

ぴったりと密着している

一部がはずれかかっている ゆがんでいる、浮いている

さく乳口
パッド

さく乳口

さく乳口

さく乳口パッド

4 本体キャップの▽を 
本体の△に合わせてはめ込み、  
時計回りに止まるまで回します。

本体キャップ

❶ 合わせてはめ込む。

本体
❷ 止まるまで	
回す。

1 シリコーン弁を 
シリコーンキャップに 
差し込みます。
※	差し込む方向を間違えないように	
注意してください。

中心の穴に奥まで
差し込む。シリコーン弁

シリコーン
キャップ

2 シリコーンキャップを本体裏面に  
奥まで、はめ込みます。 シリコーン

キャップ

本体

5 6
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8 びんをボトルスタンドに立てます。

7 さく乳口を本体に 
はめ込みます。

ボトルスタンド

♦ポイント
ボトルスタンドをお使いいただくと、	
倒れにくくなります。
※電動部との接続のしかたは、	
電動部の取扱説明書をお読みください。

びん

さく乳口 ◦ 乳首が、さく乳口の中心にくるようにセットします。
◦ 空気がモレないように、ぴったりと密着させます。
◦ もう一方の手で、乳房を下から支えると、 

うまく密着できます。

乳首の位置と
ずれている。

空気が
モレている。

（例）
M-24mm

※	使用感のお好みで、さく乳口パッドを	
取り付けずに使うこともできます。

◦ 付属のさく乳口・さく乳口パッドは 
Mサイズです。ご自身の乳首に対し、さ
く乳口が小さい場合は、別売りのＬサイ
ズをご使用ください。  

（P.14参照）

◦ さく乳口とさく乳口パッドは、それぞれ 
サイズの表示部分をご確認の上、同じ
表示の組み合わせでご使用ください。

電動部の操作のしかたは、電動Pro Personal R（プロパーソナル アール）の取扱説明書を
お読みください。

さく乳口・さく乳口パッドのサイズについて

電動部の操作のしかた

さく乳口のあてかた

さく乳口

組み立てかた さく乳のしかた
★  さく乳前に、石けんで手をよく

洗って清潔にしてください。

本体

7 8
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母乳保存のしかた

母乳フリーザーパック（冷蔵・冷凍保存用／別売）

母乳の冷蔵・冷凍保存が簡単・衛生的にできます。	 	
開けやすいファスナー部・広い口元で母乳が注ぎやすく、パックの内側に触れずに使える構造です。

冷蔵
・

冷凍

冷蔵保存（4℃以下） 冷凍保存（約－18℃）

さく乳直後の母乳 24時間 3ヵ月（推奨）
6ヵ月（使用可能）

解凍した母乳＊2 　24時間＊3 不可
＊1	母乳は保存期限によらず早めにお使いいただくことをおすすめします。
＊2	湯せん、または流水で解凍してください。
＊3	解凍後の母乳は再保存できません。

母乳の保存期限（目安）＊1

冷凍母乳の解凍方法 授乳適温にする方法
いずれかの方法で母乳を解凍してください。＊4

● 	40℃前後のぬるま湯で	 	
湯せんする。

● 流水をあてる。

40℃前後のぬるま湯で	 	
湯せんしてください。＊4

●保存中に母乳が分離することがありますが、栄養成分に影響はありません。混ぜてから授乳してください。		
●おでかけの際は、冷凍状態で持ち運ぶことをおすすめします。

＊4		解凍・湯せん後は、外側についた水滴が哺乳びんに入らないよう、清潔なガーゼなどで拭き取っ
てください。

※詳しくは、各商品の取扱説明書をご覧ください。
※各商品の仕様は、予告なく変更することがあります。

●母乳の冷蔵保存が簡単・衛生的にできます。
●ご使用前に必ず洗浄・消毒をしてください(P.4参照)
●	冷蔵庫から取り出した哺乳びんは、母乳保存用シリコーン蓋を取り付けたまま湯せんすることができ
ます。

母乳保存用シリコーン蓋（付属品）

冷蔵

1 母乳保存用シリコーン蓋に 
キズ、汚れがないか 
確認します。

3 セット完了。
※	座板がゆがんでいない	
か確認します。

2 母乳保存用シリコーン蓋を
キャップの下から 
しっかりとはめ込みます。

びんに取り付けて
冷蔵保存できます。

注意
● 	冷凍保存には使えません。
● 	ガラス製哺乳びんに取り付けて湯せんしないでください。ガラス製哺乳びんは、急激な温度変化に
より割れる恐れがあります。

● 横向きでの使用はしないでください。母乳がこぼれる恐れがあります。

座板

9 10
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部品は、必ず分解してから、洗浄・消毒してください。

1 使用後は、すぐにぬるま湯につけます。
2 洗剤で、よく洗います。
3 消毒します。（P.4参照）

注意
● 	使う前に、必ず洗浄・消毒してください。
● 		小さな部品があるため、洗浄時になくさないように注意し
てください。

● 	かためのブラシ・たわし・みがき粉などを使わないでく
ださい。表面にキズが付くことがあります。

● 	シリコーンゴム製の部品の取り扱いには、十分に注意して
ください。乱暴に扱うと、破れたりキズが付くことがあり
ます。

本体キャップ

ボトルスタンドびん

本体

さく乳口

キャップ 母乳保存用シリコーン蓋

さく乳口パッド

お手入れのしかた

◦ さく乳口を乳房にあてた直後は、十分な吸引がかからないことがあります。 
しばらくさく乳口を乳房にあててから、以下を確認してください。

◦ 電動部（別売）に本体部が２つ接続されている場合、両方のさく乳口が乳房にぴったりと密着していな
いと、十分な吸引がかかりません。

以下の確認は、本体部ひとつずつ行います。	

乳房は十分に吸引されている
感覚はありますか？
（乳首が伸びて縮む動きを
		繰り返していますか？）

はい	
➡	

さく乳量は、乳房の状態や体調などに
よって変わります。また個人差もあ
ります。様子を見ながら、自分に合っ
た吸引圧の強さに調節してさく乳し
てください。

➡いいえ
電動部（別売）は一時停止（電
源ボタンが点滅している状
態）になっていませんか？

はい	
➡

電動部（別売）の電源ボタンを押して
再開してください。

➡いいえ
さく乳口をはずした状態で、
本体に手をあてたとき、吸引
されている感覚はありますか？ はい	

➡

さく乳口パッドを使用し
ている場合、さく乳口と
さく乳口パッドが正しく
組み立てられています
か？（P.6参照）

いいえ	
➡

正しく部品を組み立ててください。
（P.5～7参照）

➡はい
さく乳口を乳房にぴった
りと密着させています
か？
（P.8参照）

はい	
➡

さく乳量は、乳房の状態や体調などに
よって変わります。また個人差もあ
ります。様子を見ながら、自分に合っ
た吸引圧の強さに調節してさく乳し
てください。

いいえ	
➡

さく乳口を乳房にぴったりと密着さ
せてください。（P.8参照）

➡いいえ
正しく部品が組み立てられて
いますか？
（P.5～7参照）

はい	
➡

予備のシリコーン弁に交
換してから、さく乳口をは
ずして本体に手をあてた
とき、吸引されている感覚
はありますか？

はい	
➡

シリコーン弁は、消耗や破損すること
があります。部品は別売りしていま
すので、必要に応じてお求めくださ
い。（P.14参照）

いいえ	
➡

部品が故障している恐れがあります
ので、お客様相談室へお問い合わせく
ださい。
（裏表紙参照）

➡
正しく部品を組み立ててください。
（P.5～7参照）

上手にさく乳できないとき

およそ5秒間
手をあてる。

ソフトカップ

シリコーン
キャップ

シリコーン弁

●上記で解決しない場合はこちらもご覧ください。
https://support.pigeon.co.jp/faq/list-19.html

いいえ	

11 12
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部　品 原材料 耐熱温度
消毒方法

煮沸 レンジ 薬液

本体キャップ

ポリプロピレン 120℃

○ ○ ○

本体

さく乳口

ボトルスタンド

キャップ

ソフトカップ

シリコーンゴム 140℃

シリコーンキャップ

シリコーン弁＊1

さく乳口パッド

母乳保存用シリコーン蓋

びん＊2 ポリフェニルサルホン
(PPSU) 180℃

チューブ（コネクター含む） シリコーンゴム・
ポリプロピレン ー 洗浄・消毒できません

＊1：シリコーン弁は予備1個付き。使用中に紛失・破損した場合にお使いください。
＊2：	びんの容量は、160ml(最大メモリ容量)びんの薄茶色は、素材本来の色です。(着色料無添加)

この商品の部品は、個別にお求めいただけます
A（店頭販売）：	商品として販売しています。	

店頭でお求めいただけます。（店舗により取り扱いがない場合があります。）
B（部　　品）：	部品として販売しています。	

販売店でのお取り寄せ、もしくはピジョン公式オンラインショップでご購入できます。

部品の名前 A B 商品コード JANコード

付属部品

本体キャップ 〇 1000352 4902508020541	

本体 〇 1007688	 4902508020961	

さく乳口（Mサイズ） 〇 1024147 4902508002202

ボトルスタンド 〇 1000346	 4902508020466

キャップ ●1 1003648	 4902508015172	

ソフトカップ 〇 1000359	 4902508020510	

シリコーンキャップ 〇 1024149 4902508002226

シリコーン弁 〇 1024150 4902508002233

さく乳口パッド（Mサイズ） 〇 1024148 4902508002219

母乳保存用シリコーン蓋 〇 1021543 4902508000390

びん ●2 1003622	 4902508003544	

チューブ（コネクター付き） 〇 1007689 4902508020978

別売部品
さく乳口（Ｌサイズ） 〇 1024153 4902508002264

さく乳口パッド（Ｌサイズ） 〇 1024154 4902508002271

●1：キャップ・フードセット　オレンジイエロー
●2：母乳実感哺乳びん	160ml	オレンジイエロー	SSサイズ乳首（びんのみの販売はしておりません）
詳しくは、ピジョン公式オンラインショップ内の「部品販売商品一覧」をご覧になるか、
お客様相談室にお問い合わせください。

●部品のご購入についてはこちらから
購入サイト　https://feature.pigeon.co.jp/product/parts/
※お客様相談室の電話番号は本取扱説明書裏表紙をご確認ください。

製品仕様 部品のご購入について
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