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90cm

120cm

ワイドなサイズ
90×120cm

安心の吸収量
2,800mL

（ 製品重量 約 270g ）

●血液・羊水のモレが気になる！
●吸収量が足りない！
●柔らかい肌ざわりのマットを使いたい！
●吸収スピードの早いマットが欲しい！
●フリースタイル用にサイズの大きいマットが必要！

特 長１ 吸収後も逆戻りしにくい！大きなサイズでしっかり吸収！

スピード吸収で素早く吸い込みモレを防ぐ！

厚みがあり、肌ざわり柔らか！

丈夫なバッグシートで破れにくい！特 長4

従来の製品ラインナップにない大きさ・吸収量の吸水マット
です。モレ・汚れが心配な場面でお使い頂けます。

優れた吸収力で、血液・羊水
などをこぼれる前に素早く
キャッチします。他の

吸水マット
バースヘルパー
ピンク

他の
吸水マット

バースヘルパー
ピンクお母さんの肌に直接触れる分娩マット。肌ざわりの良い表面材

で、マットにも厚みがあり、柔らかな使い心地です。

バックシートが厚くて丈夫なため、大量に吸水しても
破れにくく、安心です。

1/3 以下の
スピードで吸収！

逆戻りが
1/4 以下に減少！

吸収後も血液・羊水などを
しっかりと閉じ込めます。
片付け時など、逆戻りによる
汚染の軽減につながります。

特 長2

特 長3

特 長5
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骨盤の緩みが腰痛の原因に…

分娩直後から１ヵ月間、産褥リフォームインナー（腹帯や骨盤ベルトなど）
で正しく腰部や骨盤周囲を固定する着用指導によって、腰痛改善に効果が
あるかを明らかにする。

出産後は、骨盤が緩んでしまった状態！
　分娩の際は、赤ちゃんが通ることができるような産道にするため、
女性ホルモンの影響により、骨盤が少し緩むようになっています。
　産後、骨盤の緩みをそのままにしておくと、身体の歪みなどに繋がる
可能性があります。骨盤を締めることは、産後の身体を整えるのに重要
であり、また産後ケアの取り組みの1つとして世の中に浸透しつつある
ケアとなっています。

　骨盤の緩みを元に戻すには、骨盤底筋体操や骨盤ベルトの使用などが効果的と
されています。
　お母さんが「身体の調子がなかなか戻らず元気がない…」「赤ちゃんのお世話に
思っていた以上に時間がとられる！」という場合には、着用するだけで良い骨盤
ベルトがオススメです。
　meetuu シリーズでは、「マザーベルト」でお母さんの骨盤の緩みに対するケア
をお手伝い致します。

　腰痛は多くの人が抱える悩みですが、産後のお母さんも例外ではあり
ません。左グラフのように産後のお母さんの約半数が腰周りの痛みを感
じています。妊娠や出産をきっかけに腰痛が発症したり、またそのまま
慢性化してしまうことがあるのも特徴です。
　腰痛は、姿勢が原因の場合もありますが、骨盤の緩み
が腰痛（骨盤輪不安定性腰痛）の原因になるという
報告もされています。

分娩直後から腰痛を自覚し、産褥リフォームインナーの着用を希望する着
用腰痛群と、腰痛を自覚するが着用を希望しない非着用腰痛群を対象とし
た。測定尺度には、Visual Analog Scale（VAS）、日常生活動作スコア
（ADL score）、理学的診察法を採用した。

着用腰痛群のVAS、ADL score、理学的診察法において、4日目から１ヵ
月目で有意に改善していた。しかし非着用腰痛群はいずれも有意な変化は
なかった。

着用腰痛群は、非着用腰痛群よりも腰痛の自覚の程度と日常生活困難感が
有意に軽減し、理学的診察法でも有意に改善していた。つまり、産褥リ
フォームインナーを分娩直後から１ヵ月間正しく着用することで、産褥期
の腰痛が緩和することが明らかになった。

　「マザーベルトを着用することで、骨盤の緩みだけ
でなく、産後の腰痛も同時に和らげることができな
いか？」と考えていました。
　そこで大学と病院に協力して頂き、骨盤の緩みか
ら起こる骨盤輪不安定性腰痛を対象に、共同研究を
行いました。
　その結果、産褥リフォームインナーを分娩直後か
ら１ヵ月間正しく着用することで、産褥期の腰痛が
緩和することが明らかになりました。
　骨盤の緩みだけでなく、お母さんのQOL向上を考
え、今後もエビデンスに基づいた
ご提案をさせて頂きたいと思って
おります。

どうして骨盤ケアが必要なの？

その 2

その 1

マザーベルトで骨盤ケアをしませんか？

目　的

方　法

結　果

考　察

産後の骨盤の緩みにその１

産後の腰痛にもその2

！

？★

（本研究は、四日市看護医療大学の委託研究である。）

0

10

20

30

40

50

60

「褥婦の腰痛の実態と介入　第 1報　質問紙による実態調査」
（第 53回 日本母性衛生学会 , 2012 年 11 月）

産褥 4日目の不快症状
（複数回答）

（％）

【引　用】
「褥婦の腰痛の実態と介入　第１報　質問紙調査による腰痛の特徴と関連要因の検討」
「褥婦の腰痛の実態と介入　第２報　産褥リフォームインナー着用指導の効果」
（母性衛生　第 55巻・１号 , 2014 年 4月）

【発表実績】
The 9th International Conference with the Global Network of WHO（2012年7月）
第 43回 日本看護学会 - 母性看護 - （2012 年 10 月）
第 53回 日本母性衛生学会（2012 年 11 月）　　他

『大阪大学助産師同窓会生涯学習プロジェクト委員会』
『JCHO大阪病院』と
マザーベルトの共同研究を実施しました。
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腰まわりの
疲れに

骨盤の緩み
対策

1人でも
簡単に着用

産後の骨盤の緩みを
ケアすることができます

ベルトを着用することで
疲れを和らげます

２本の幅６cmベルトによ
り、１人でも簡単に正しく
着用することができます

マザーベルトのご紹介
出産を終えたお母さんに、
　　「大切なケアをきちんと簡単にしていただきたい」
　　　　　という願いを込めたベルトです。

【背面部】

個人差で、 気持ち良い強さと位置が異なりますので、 ご自身が
最も良いと思う強さと位置で補助ベルトを締めてください。
ベルトを無理に強く締めすぎないでください。
ベルトが肌に当たって痛い場合は、 ショーツ等の上から着用して
肌に直接触れないようにしてください。

11 12
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【引 用】
「褥婦の腰痛の実態と介入　第1報　質問紙調査による腰痛の特徴と関連要因の検討」
「褥婦の腰痛の実態と介入　第2報　産褥リフォームインナー着用指導の効果」母性衛生・第55巻1号（2014）

産後の腰痛には、腰痛体操や産褥体操などの運動、もしくは腰部や骨盤を固定することが有効と言われています。
しかし、出産後に継続した運動を行うのは難しいのではないでしょうか？　そのため、骨盤ベルトのご使用を
オススメします。
骨盤ベルトなどの産褥リフォームケアインナーを出産直後から正しく着用することで、産褥期の腰痛が緩和する
ことが明らかになっています。
特に『マザーベルト SUGU』は出産直後のご使用を想定した、汚れても安心な使いきりタイプの骨盤ベルトです。
是非ご活用ください。

出産直後に便利

ベルトの前側は　恥骨結合部に重
なるようにします。

補助ベルトを持って、前へ引っ張っ
て締めます。

補助ベルトを留めれば完了です。

骨盤を固定し、緩みを回復する薄型の骨盤固定ベルトです

6cm幅ベルトが締めるべき位置にフィットし、ご自身でも

装着位置が分かりやすくなっています。腹部への圧迫も

少なく、着用中の違和感が少ない設計です。

2本のベルトにより、締まり具合を

簡単に調節できます。

背中側の3つの補強板で、安定感のある着け心地です。

服の下に着けても目立ちにくく、

外出時などにオススメです。

サイドと背面全体にメッシュ生地を

使用し、全体的に通気性を高めました。

補助ベルトがある方を外側にして、
補助ベルトを外します。　上前腸骨
棘（じょうぜんちょうこつきょく）と　大転
子（だいてんし）を探し、お尻を包み込
むようにして２点間にメインベルト
を通します。

簡単３STEPで 装着 楽チン！

使いきりタイプで 汚れの不安を解消

薄型のベルトで装着時の 違和感を軽減

マザーベルトSUGUで
産後も使う

ベルトは

汚したくない！

寝ている時に

分厚いベルトは

違和感がある…

妊婦さまのベルトを

汚してしまわないか心配…

出産直後は
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【素　材】 ポリエステル、レーヨン
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ご要望に応じて不織布製のバッグをお選びいただく
ことができます。
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繊維が三次元状に複雑に絡み合ってできた耐薬品性、
耐久性、通気性に優れた洗える高反発クッション材です。

ネイビー パールブルー

ママは、出産後に外陰部の創傷や脱肛を伴い痛みを抱えなが
ら日常生活を行っています。そんなのママのために、体圧を
分散し通気性が高い、U字型クッションを共同開発しました。

カラーバリエーション

【他の素材との体圧分散効果の比較】

本製品 0.00

0.00

0.00

16.57

20.88

25.38

4.26

4.45

4.59

±4.52

±5.38

±5.94

最 小
圧 力

最 大
圧 力

平 均
圧 力 標準偏差

ウレタン製円座

ゴム製円座

＜55kgの女性における比較＞ 圧力（kPa） 本製品 ウレタン製円座 ゴム製円座

体圧分散、通気性などに優れた素材(カルファイバー、V-Lap®不織布)を使用しています。

素材：ポリプロピレン100％
高弾性と体圧分散性を両立した新素材クッション材高弾性と体圧分散性を両立した新素材クッション材

耐久性疎水性 通気性
80,000回の圧縮試験を
クリアした高い耐久性。

95% 以上の空隙構造の
ため、通気性が高く、
ムレにくい素材。

優れた透水性と速乾性で
簡単に洗えます。また、
消毒液・除菌剤などを直
接噴霧し、簡単にお手入
れもできます。

特徴：高弾性・高反発、通気性、保時性、軽量、耐熱性、清潔維持の
簡便性（0.5w/v%（5,000ppm）次亜塩素酸ナトリウム、消毒用エタ
ノール、イソプロパノール70％等の薬液に浸して消毒することがで
きます。）

素材：ポリエステル繊維
特徴：通気性、軽量、耐熱性、清潔
維持の簡便性。

軽量・快適繊維クッション材

タテ方向の繊維で、クッション材として非常に優れています。

●生地の特性上、洗濯により多少の縮みが生じることがあります。●40℃ま
での洗濯機洗いが可能です。●洗濯ネットをご使用ください。●軽く脱水した
後、陰干ししてください。●アイロンは低温にてあて布を使用してください。●
乾燥機を使用する場合は上限温度80℃以下に設定してください。●洗剤は中
性洗剤をおすすめします。●五類感染症への消毒が可能：微温湯で洗浄後すす
ぎの段階で、0.01～0.02w/v%（100～200ppm）次亜塩素酸ナトリウム
5分間浸漬消毒してください。

体圧分散、
通気性に優れた
2種類の素材を

採用！！
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※部材内容につきましては、ご要望に応じて対応させて頂きます。

※排便・尿などで、へそ部分が汚れた場合、その都度交換してください。
※おへそが飛び出たり、悪臭のする場合は医師又は薬剤師にご相談ください。

 おへそが落ちていない場合
 おへその局所をホワイトパワーB（殺菌・消毒液）で消毒し、その後
 マミーサラットA（傷口乾燥用散布材）を散布して、ハクゾウサージョン
（傷口等の手当用ガーゼ）をあて、サージカルテープで固定してください。

おへそが落ちた後、傷が治るまで（分娩後約2週間）手当てを
してください。

おへそが落ちた場合
沐浴後、ホワイトパワーBを浸した綿棒で、局所を消毒し、
マミーサラットAを散布して、ハクゾウサージョンをその上にあて、
サージカルテープで固定してください。

医療基準で作られた安全性の高いガーゼ

近畿大学 文芸学部との産学連携プロジェクトにより共同
開発されたデザインで、パッケージの形状や企画まで
考えていきました。

パッケージ柄は3種類ございます。
付属品のおまもりタグは、

バッグなどに取り付けて頂く

ことができ、容器は紙オムツや

おもちゃなどを入れるなど他の

用途でもご活用頂けます。

縫製後、水洗い加工して生地を柔らかくしています。
また、吸水や保温を目的とし、ガーゼを6枚重ねにして
おり、赤ちゃんに優しいソフトな使用感となっていま
す。適度な厚みとなっていますので、オールシーズン
ご使用頂くことができます。

【素 材】綿100％（蛍光増白剤は含まれておりません。）
【包 装】95cmx95cm 6枚重ね 1枚入（※縫製時の生地サイズ）

赤ちゃんにとって心地良い使用感

◯「カランコエ」（パッケージ柄）
カランコエという花をイメージしてデザインしました。花言葉は「幸福を告げる」、
「あなたを守る」。

デザインコンセプト
◯「まもる」（商品名、付属品のデザイン）
商品名の由来や付属品のデザインとなりました。お母さんが赤ちゃんの健康を願い、
付けられた名前です。お守りをイメージしており、日本らしい和柄にしています。

◯「ははな」（パッケージ柄）
『母』と『花』を組み合わせた言葉。植物は生命力と自然の安心感で得られると
考えデザインしました。
◯「ギュット」（パッケージ柄）
お母さんと赤ちゃんのつながりや絆をイメージしてデザインしました。

製品特長
①

製品特長
②

産学連携でできたこだわりパッケージ
製品特長

③

世界保健機関（WHO）が
推奨する出産直後の新生
児保護ケアに必要とされ
る保温などに適しており
、一般医療機器　医療ガ
ーゼ基準で作られた安全
性の高いガーゼです。

ははな ギュットカランコエ
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1
観察穴

2
上端部

3
目　印

足底部分に血行状態を観察するための穴
を設けています｡穴から容易に足を出すこと
ができますので､製品を脱がずに足の状態
を確認することができます｡穴の周りは色分け
していますので長さ(ショート･レギュラー)を判
別できます｡

上端部の内側はサイズ(SS～LL)を判別し易いように色分け
しています｡（ハイソックスタイプ）
※写真は上端部を折り曲げた状態です｡

●適切な位置が分かりやすいように、製品の踵部に
   ブルーの目印を設けています。足の踵にくるよう
　に位置を合わせて履きます。
●つま先部分は不要な圧迫力を避ける為、薄手の
　編み方にしています。

○遮光用のパッド部分にアルミ箔を使用し、光線療法時の光線を遮断します。
○絆創膏タイプのマスクで、簡単に貼って使用する事ができます。
○コットンを使用した基布に、皮膚への刺激が少ないアクリル系の粘着剤を
　塗布しています。
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　に位置を合わせて履きます。
●つま先部分は不要な圧迫力を避ける為、薄手の
　編み方にしています。

meetuu アイカバー光線療法用

光線療法時にUV光から赤ちゃんの目を守る光線遮断用のカバーです。

あかちゃんにやさしくぴったりフィット

1400070
1400071 低出生体重児 50mm×105mm

50mm×125mm 15箱
15箱

あかちゃんにやさしくぴったりフィット サイズは新生児用・低出生体重児用の2種類あります。

セルロース不織布/アルミシート/レーヨン
不織布/シリコーン粘着剤/剥離フィルム

●アルミ箔が光線療法時のUV光を遮断します。
●粘着剤は肌に優しいシリコーン粘着剤を使用しています。
●絆創膏タイプのアイマスクですので、目のまわりにフィット
   しやすく、簡単に貼って使用することができます。
●シート全面で遮光できるため、貼付位置の調整が容易です。

【基　布】

【規　格】

シリコーン粘着剤使用

新生児
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ハクゾウ
オートディスペンサーRub
(非接触式ディスペンサー)

エレファジェル
350mL

(80%エタノール)

ハンドケアジェル
肌ほのか

(バリアクリーム)
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産科製品一覧

ママらくfitソックス
ママらくfitソックス

meetuuハートミーベルト

3000079
3000080

ハクゾウ検診用シーツ（ピンク） 3037085 1本/箱 20本 4958286712208ロールタイプ　370mm× 36m

3147813 2本/袋 50袋/ケース 4958286712499
幅60mm×長さ1.25m 
ピンク1本/ブルー1本

1箱
1箱

10箱/4中箱
10箱/4中箱

4958286715919
4958286715926

ネイビー（21cm～23cm）1足入
ネイビー（23cm～25cm）1足入

妊娠・出産前のサポートに

分娩キット関連

出産後のママのサポートに

ベビーのサポートに

その他製品

出産祝いなどに

品  名 品  番 種 類・規 格 包　装 1梱入数 JANコード

バースヘルパー
バースヘルパー

1420025
1420029

1枚/袋
1枚/袋

20袋
40袋

4958286060781
4958286706214

滅菌  90cm×75cm
ポリ袋入  90cm×75cm

バースヘルパー ピンク
バースヘルパー ピンク

3906017
3906020

1枚/袋
1枚/袋

20袋
20袋

4958286706597
4958286713212

ポリ袋入  90cm×120cm
滅菌  90cm×120cm

品  名 品  番 種 類・規 格 包　装 1梱入数 JANコード

ママらくfitU
ママらくfitU

2590130
2590132

1箱
1箱

15箱/ケース
15箱/ケース

4958286714813
4958286714837

ネイビー 1個入
パールブルー 1個入

肌ふわり 3300281 1袋 20枚/袋×20袋 495828671526130cm×60cm 20枚入

meetuu ベビーギフトボックス
手をまもる消毒ギフトボックス

3076039
3076040

1箱
1箱

10箱/ケース
10箱/ケース

4958286718040
4958286718057

-
-

品  名 品  番 種 類・規 格 包　装 1梱入数 JANコード

ネオフラックスS ハイソックスタイプ
ネオフラックスS ハイソックスタイプ
ネオフラックスS ハイソックスタイプ
ネオフラックスS ハイソックスタイプ
ネオフラックスS ハイソックスタイプ
ネオフラックスS ストッキングタイプ
ネオフラックスS ストッキングタイプ
ネオフラックスS ストッキングタイプ
ネオフラックスS ストッキングタイプ
ネオフラックスS ストッキングタイプ
ネオフラックスS ストッキングタイプ

2700120
2700121
2700122
2700123
2700124
2700101
2700102
2700103
2700111
2700112
2700113

1組/袋
1組/袋
1組/袋
1組/袋
1組/袋
1組/袋
1組/袋
1組/袋
1組/袋
1組/袋
1組/袋

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4958286712208
4958286410272
4958286410289
4958286410296
4958286410302
4958286410203
4958286410210
4958286410227
4958286410234
4958286410241
4958286410258

レギュラーSS
レギュラーS
レギュラーM
レギュラーL
レギュラーLL
ショートS
ショートM
ショートL
レギュラーS
レギュラーM
レギュラーL

品  名 品  番 種 類・規 格 包　装 1梱入数 JANコード

ベビーマットレス『まもる』 1490503

2590118 10枚入

10枚/個

10枚/個 4箱 4958286712611

-
-
-
-

49582867127101枚/個

meetuu サンタセット 1450077 1セット/箱 20袋×2箱- 4958286067148

おくるみ『まもる』
おくるみ『まもる』
おくるみ『まもる』

おくるみ『まもる』10枚入
素あわ物語
素あわ物語

3002002
3002000

450mL
3.8L つめかえ用

450mL/本
3.8L/個

15本/ケース
3個/ケース

4958286715438
4958286715346

潤綿 ピュアナップ
潤綿 エレファナップ

1410301
1410401

20包入  7.5×7.5cm 2折
20包入  7.5×7.5cm 2折

20包/箱
20包/箱

-
-

4958286706054
4958286706078

エレバンバリア 1330201 10枚/箱 10箱 4958286510019

2590111
2590112
2590113

1枚/個
1枚/個
1枚/個

4958286712505
4958286712512
4958286712529

パッケージ柄（カランコエ）
パッケージ柄（ギュット）
パッケージ柄（ははな）

品  名 品  番 種 類・規 格 包　装 1梱入数 JANコード

meetuu 産後パッドゴールド
meetuu 産後パッドゴールド
meetuu 産後パッドゴールド

1400037
1400038
1400039

L1P  18cm×50cm
M1P  12cm×33cm
M10P  12cm×33cm

1枚/袋
1枚/袋
10枚/袋

100袋
300袋
25袋

4958286709383
4958286709390
4958286709345

meetuu 産後パッドナチュラル
meetuu 産後パッドナチュラル
meetuu 産後パッドナチュラル

1400014
1400015
1400016

L  15cm×52cm
M  12cm×32cm
S  7.5cm×23cm

1枚/袋×5袋
1枚/袋×10袋
1枚/袋×20袋

50袋
50袋
50袋

4958286709352
4958286709369
4958286709376

meetuu 産後パッドワイド
meetuu 産後パッドワイド
meetuu 産後パッドワイド

3140054
3140055
3140056

meetuu マザーベルト
meetuu マザーベルト
meetuu マザーベルト
meetuu マザーベルト
meetuu マザーベルト
meetuu マザーベルト

1490510
1490511
1490512
1490621
1490622
1490623

LL  32cm×56cm
L  29cm×49cm
M  17 cm×36cm

ホワイト S～M  60cm～85cm
ホワイト M～L  85cm～105cm
ホワイト L～LL  105cm～120cm
ピンク S～M  60cm～85cm
ピンク M～L  85cm～105cm
ピンク L～LL  105cm～120cm

meetuu マザーベルトLIGHT
meetuu マザーベルトLIGHT
meetuu マザーベルトLIGHT

1490520
1490521
1490522

meetuu マザーベルトSUGU
meetuu マザーベルトSUGU

3108201
3108202

M～L（幅60mm×長さ1.35m）
L～LL（幅60mm×長さ1.55m）

ブラック  S～M  60cm～85cm
ブラック  M～L  85cm～105cm
ブラック  L～LL  105cm～120cm

1枚/箱
1枚/箱
1枚/箱
1枚/箱
1枚/箱
1枚/箱

1枚×２袋/外袋
1枚×5袋/外袋
1枚×10袋/外袋

-
-
-
-
-
-
-
-
-

4958286709314
4958286709321
4958286709338
4958286520223
4958286520216
4958286520209
4958286706016
4958286706023
4958286706030

1枚/箱
1枚/箱
1枚/箱
1本/袋
1本/袋

4958286709017
4958286709024

-
-
-
-
-

4958286709567
4958286709574
4958286709581

meetuu ママスリムシングル
meetuu ママスリムシングル
meetuu ママスリムシングル

1490601
1490602
1490603

S～M  60cm～75cm
M～L  70cm～90cm
L～LL  80cm～105cm
M～L  62cm～84cm
L～LL  72cm～94cm

1枚/箱
1枚/箱
1枚/箱

-
-
-

4958286705613
4958286705620
4958286705637

meetuu ママスリムダブル
meetuu ママスリムダブル

1490072
1490073

ピンク  M～L
ピンク  L～LL
グレー  M～L
グレー L～LL

meetuu マザーショーツ
meetuu マザーショーツ
meetuu マザーショーツ
meetuu マザーショーツ

1299049
1299051
1299045
1299042

meetuu 産後ショーツバース
meetuu 産後ショーツバース
meetuu マザーブラ

meetuu ママに優しい母乳パット

1490191
1490192
1299050
3076030

1枚/箱
1枚/箱
1枚/袋
1枚/袋
1枚/袋
1枚/袋

M～L
L～LL
フリー
30枚入

1枚/袋
1枚/袋
1枚/袋
1個

-
-
-
-
-
-

4958286711737
4958286711744
4958286711126
4958286711652
4958286711119
4958286709680

-
-
-
-

4958286709048
4958286709055
4958286711119
4958286503059

品  名 品  番 種 類・規 格 包　装 1梱入数 JANコード

新生児用 
5cm×12.5cm（パッド2.5cm×9cm）

エレバンバリア 1330202 10枚/箱 10箱 4958286510026未熟児用 
5cm×10.5cm（パッド1.8cm×7.5cm）
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産科製品一覧

ママらくfitソックス
ママらくfitソックス

meetuuハートミーベルト

3000079
3000080

ハクゾウ検診用シーツ（ピンク） 3037085 1本/箱 20本 4958286712208ロールタイプ　370mm× 36m

3147813 2本/袋 50袋/ケース 4958286712499
幅60mm×長さ1.25m 
ピンク1本/ブルー1本

1箱
1箱

10箱/4中箱
10箱/4中箱

4958286715919
4958286715926

ネイビー（21cm～23cm）1足入
ネイビー（23cm～25cm）1足入

妊娠・出産前のサポートに

分娩キット関連

出産後のママのサポートに

ベビーのサポートに

その他製品

出産祝いなどに

品  名 品  番 種 類・規 格 包　装 1梱入数 JANコード

バースヘルパー
バースヘルパー

1420025
1420029

1枚/袋
1枚/袋

20袋
40袋

4958286060781
4958286706214

滅菌  90cm×75cm
ポリ袋入  90cm×75cm

バースヘルパー ピンク
バースヘルパー ピンク

3906017
3906020

1枚/袋
1枚/袋

20袋
20袋

4958286706597
4958286713212

ポリ袋入  90cm×120cm
滅菌  90cm×120cm

品  名 品  番 種 類・規 格 包　装 1梱入数 JANコード

ママらくfitU
ママらくfitU

2590130
2590132

1箱
1箱

15箱/ケース
15箱/ケース

4958286714813
4958286714837

ネイビー 1個入
パールブルー 1個入

肌ふわり 3300281 1袋 20枚/袋×20袋 495828671526130cm×60cm 20枚入

meetuu ベビーギフトボックス
手をまもる消毒ギフトボックス

3076039
3076040

1箱
1箱

10箱/ケース
10箱/ケース

4958286718040
4958286718057

-
-

品  名 品  番 種 類・規 格 包　装 1梱入数 JANコード

ネオフラックスS ハイソックスタイプ
ネオフラックスS ハイソックスタイプ
ネオフラックスS ハイソックスタイプ
ネオフラックスS ハイソックスタイプ
ネオフラックスS ハイソックスタイプ
ネオフラックスS ストッキングタイプ
ネオフラックスS ストッキングタイプ
ネオフラックスS ストッキングタイプ
ネオフラックスS ストッキングタイプ
ネオフラックスS ストッキングタイプ
ネオフラックスS ストッキングタイプ

2700120
2700121
2700122
2700123
2700124
2700101
2700102
2700103
2700111
2700112
2700113

1組/袋
1組/袋
1組/袋
1組/袋
1組/袋
1組/袋
1組/袋
1組/袋
1組/袋
1組/袋
1組/袋

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4958286712208
4958286410272
4958286410289
4958286410296
4958286410302
4958286410203
4958286410210
4958286410227
4958286410234
4958286410241
4958286410258

レギュラーSS
レギュラーS
レギュラーM
レギュラーL
レギュラーLL
ショートS
ショートM
ショートL
レギュラーS
レギュラーM
レギュラーL

品  名 品  番 種 類・規 格 包　装 1梱入数 JANコード

ベビーマットレス『まもる』 1490503

2590118 10枚入

10枚/個

10枚/個 4箱 4958286712611

-
-
-
-

49582867127101枚/個

meetuu サンタセット 1450077 1セット/箱 20袋×2箱- 4958286067148

おくるみ『まもる』
おくるみ『まもる』
おくるみ『まもる』

おくるみ『まもる』10枚入
素あわ物語
素あわ物語

3002002
3002000

450mL
3.8L つめかえ用

450mL/本
3.8L/個

15本/ケース
3個/ケース

4958286715438
4958286715346

潤綿 ピュアナップ
潤綿 エレファナップ

1410301
1410401

20包入  7.5×7.5cm 2折
20包入  7.5×7.5cm 2折

20包/箱
20包/箱

-
-

4958286706054
4958286706078

meetuu アイカバー光線療法用 1400070 10枚/箱 15箱 4958286080024

2590111
2590112
2590113

1枚/個
1枚/個
1枚/個

4958286712505
4958286712512
4958286712529

パッケージ柄（カランコエ）
パッケージ柄（ギュット）
パッケージ柄（ははな）

品  名 品  番 種 類・規 格 包　装 1梱入数 JANコード

meetuu 産後パッドゴールド
meetuu 産後パッドゴールド
meetuu 産後パッドゴールド

1400037
1400038
1400039

L1P  18cm×50cm
M1P  12cm×33cm
M10P  12cm×33cm

1枚/袋
1枚/袋
10枚/袋

100袋
300袋
25袋

4958286709383
4958286709390
4958286709345

meetuu 産後パッドナチュラル
meetuu 産後パッドナチュラル
meetuu 産後パッドナチュラル

1400014
1400015
1400016

L  15cm×52cm
M  12cm×32cm
S  7.5cm×23cm

1枚/袋×5袋
1枚/袋×10袋
1枚/袋×20袋

50袋
50袋
50袋

4958286709352
4958286709369
4958286709376

meetuu 産後パッドワイド
meetuu 産後パッドワイド
meetuu 産後パッドワイド

3140054
3140055
3140056

meetuu マザーベルト
meetuu マザーベルト
meetuu マザーベルト
meetuu マザーベルト
meetuu マザーベルト
meetuu マザーベルト

1490510
1490511
1490512
1490621
1490622
1490623

LL  32cm×56cm
L  29cm×49cm
M  17 cm×36cm

ホワイト S～M  60cm～85cm
ホワイト M～L  85cm～105cm
ホワイト L～LL  105cm～120cm
ピンク S～M  60cm～85cm
ピンク M～L  85cm～105cm
ピンク L～LL  105cm～120cm

meetuu マザーベルトLIGHT
meetuu マザーベルトLIGHT
meetuu マザーベルトLIGHT

1490520
1490521
1490522

meetuu マザーベルトSUGU
meetuu マザーベルトSUGU

3108201
3108202

M～L（幅60mm×長さ1.35m）
L～LL（幅60mm×長さ1.55m）

ブラック  S～M  60cm～85cm
ブラック  M～L  85cm～105cm
ブラック  L～LL  105cm～120cm

1枚/箱
1枚/箱
1枚/箱
1枚/箱
1枚/箱
1枚/箱

1枚×２袋/外袋
1枚×5袋/外袋
1枚×10袋/外袋

-
-
-
-
-
-
-
-
-

4958286709314
4958286709321
4958286709338
4958286520223
4958286520216
4958286520209
4958286706016
4958286706023
4958286706030

1枚/箱
1枚/箱
1枚/箱
1本/袋
1本/袋

4958286709017
4958286709024

-
-
-
-
-

4958286709567
4958286709574
4958286709581

meetuu ママスリムシングル
meetuu ママスリムシングル
meetuu ママスリムシングル

1490601
1490602
1490603

S～M  60cm～75cm
M～L  70cm～90cm
L～LL  80cm～105cm
M～L  62cm～84cm
L～LL  72cm～94cm

1枚/箱
1枚/箱
1枚/箱

-
-
-

4958286705613
4958286705620
4958286705637

meetuu ママスリムダブル
meetuu ママスリムダブル

1490072
1490073

ピンク  M～L
ピンク  L～LL
グレー  M～L
グレー L～LL

meetuu マザーショーツ
meetuu マザーショーツ
meetuu マザーショーツ
meetuu マザーショーツ

1299049
1299051
1299045
1299042

meetuu 産後ショーツバース
meetuu 産後ショーツバース
meetuu マザーブラ

meetuu ママに優しい母乳パット

1490191
1490192
1299050
3076030

1枚/箱
1枚/箱
1枚/袋
1枚/袋
1枚/袋
1枚/袋

M～L
L～LL
フリー
30枚入

1枚/袋
1枚/袋
1枚/袋
1個

-
-
-
-
-
-

4958286711737
4958286711744
4958286711126
4958286711652
4958286711119
4958286709680

-
-
-
-

4958286709048
4958286709055
4958286711119
4958286503059

品  名 品  番 種 類・規 格 包　装 1梱入数 JANコード

新生児 　50mm×125mm
meetuu アイカバー光線療法用 1400071 10枚/箱 15箱 4958286080031低出生体重児 　50mm×105mm
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