
量の
めやす

2歳までは1/2袋、3歳以降は
1袋。ごはんにかけて。

1歳半から
電子レンジ

   《マルハニチロ》
  b愛媛 

   アメリカ産スケトウダラにパン粉、ポテト粉、
あおさをつけて揚げました。お弁当にも。
    w麦・豆・（卵・乳）     

   フィッシュスティック（のり塩風味） 
jxjx

 8本200g  368円  （税込397円） 

   next»6月3回   124389

1歳半から
   《ハチ食品》  b長野 

   子ども用に辛みをおさえたレトルトカレー。玉ね
ぎ、牛肉、人参、じゃがいもなどは国産。2袋。
    w乳・麦・豆・（卵・え・か）   130kcalc1.7g/1袋   

   子ども用カレー屋さんレトルト 
yy

 140g×2  284円  （税込307円） 

   next»未定   124451

1歳半から
電子レンジのみ

産直原料
で作りました

   《プライフーズ》
  b青森 

   産直鶏ムネ肉を成形し、国産のりを巻きました。
しょうゆとのりの風味でごはんがすすみます。
    w乳・麦・豆・（卵）   196kcalc1.2g/100g   

   産直鶏のり巻きチキン 
jxjx

 130g  258円  （税込279円） 

   next»6月5回   122505

1歳半から
フライパン

   《ナカシン冷食》
  b鹿児島 

   いわしのすり身に玉ねぎ、キャベツ、豚肉、鶏
肉、ひじきを加えたハンバーグ。   
 w卵・乳・麦・豆・（え・か）     

   いわしとひじきのハンバーグ 
jxjx

 6個300g  357円  （税込386円） 

   next»6月5回   122513

1歳半から
電子レンジのみ

   《エム・シーシー食品》
  b栃木 

   かぼちゃのペーストを加えたソースにかぼ
ちゃ、マカロニ、鶏ひき肉を加え、焼き目をつけ
ました。    w乳・麦・豆   205kcalc1.1g/1個   

   かぼちゃのグラタン 
jyjy

 165g×2  315円  （税込340円） 

   next»未定   124460

化学調味料のうまみは強くしっかりしているぶ
ん、食材本来の味や風味を消してしまうことも。
“まっさらな味覚”を持つ0～5歳頃の子どもが
化学調味料に慣れてしまうと、素材の繊細な味
を感じる力が弱まってしまいます。

だからこそ、
パルシステムの食品では
化学調味料不使用を徹底！
子どもたちが豊かな味覚を育むことを応援します。

※市販のレトルトカレーの一例 パッケージに記載のある
●調味料（アミノ酸等）
●調味料（核酸等）
　などが化学調味料です。

化学調味料とは、人工的に精製したうまみ成分。
安価で簡単に“うまみ”を添加できるため、加工
食品の調味料として一般的に使用されています。

子どもの食事こそ、
化学調味料に頼らずに。

登場！

6月1回より

衣にあおさのりを入れて風味を増し、
香ばしく仕上げたお魚フライ。

しょうがやにんにくが隠し味。
しょうゆ風味で食がすすみます。

玉ねぎやキャベツで甘みを出し、
しいたけや昆布のエキスでコクを。

ごろごろしたかぼちゃをグラタンソースに。
やさしい甘みが楽しめます。

量の
めやす

主菜として。
2歳までは2本、3歳
以降は2～3本。

量の
めやす

主菜として。
2歳までは1個、3歳
以降は1～2個。

量の
めやす

主菜として。
2歳までは2～3個、
3歳以降は3～4個。

量の
めやす

主菜として。
2歳までは1/2個、
3歳以降は1個。  

調理例 調理例

調理例調理例

調理例

19種類のスパイス
を調合し、素材の味
が引き立つルウに。

りんごやココナッツ
のペーストで、自然
な甘みをプラス。

具材はすべて国産。
玉ねぎ、じゃがいも、
人参、コーン入り。

忙しいときに頼りたい、レトルト食品でも。

誌面も
 見やすく！

キッズの情報・
レシピを拡大！

忙しいママにお役立ち！ 電子レンジやフリー
ジングを活用した簡単レシピをご紹介。

幼児食のギモンや悩みを解
決！ 管理栄養士・坂先生監
修のコラムを月に1回掲載
します。 

おとなと子どもがいっしょに食べられて、
簡単にできるレシピをご紹介。

P2
「しらす」を使った
電子レンジレシピ
「しらす」を使った

P4
「かぼちゃコロッケ」
でアレンジ P5

簡単にできるレシピをご紹介。

手軽に出せる加工品でも、もちろん化学調味料不使用！

おうた
じょうず！

1 回月

商品のお届けは、5月30日(月)～6月3日(金)になります。
翌々週配達の商品は6月6日(月)～6月10日(金)のお届けです。

62016

［ヤムヤム］

赤ちゃんとキッズの「食べる」　 と「あそぶ」　 を応援！

16-1ヤムヤムは英語で「うまい、おいしい」という意味。赤ちゃんとキッズの「ヤムヤム」がたくさん生まれることを願って。 1



筋は取り除き済みで手
軽。凍ったまますりおろし
てもOKです。とろみのある
スープや、おかゆに入れる
と、飲み込みやすくなりま
す。

〈12～18カ月頃：鮭のムニエル〉

取り分けのめやす
解凍し、ゆでて水けをきってから調理するとアクやくさみが取れ、赤ちゃん
が食べやすくなります。

15g。加熱して小
さくほぐして。

9～11ヵ月頃●
15～20g。ソテー
やムニエルにして、
かじり取らせても。

12～18ヵ月頃●
10～15g。加熱し
て粗くすりつぶし、
とろみをつけて。

7,8ヵ月頃●

〈5、6カ月頃：すりおろしりんご〉

今回のセット品目

北海道・佐賀・熊本・鹿児島の
いずれかの産地の野菜をセット
にしてお届けします。

チンゲン菜  1束
または
小松菜  1束

ミニトマト  150g
玉ねぎ  2個

キューブタイプだから、少
量ずつ使いたい離乳食に
便利。必要な分だけ取り
出して使えます。野菜やス
パゲッティとあえたり、パン
にぬってもOK。

12～18ヵ月頃

なすと白キューブのみそあえ
●なす…20g ●『バランスキューブ（赤・白）』
（白キューブのみ）…2個 ●スープ…大さじ
1 ●みそ…少  々●砂糖…少  々 

❶なすは皮をむいて食べやすい大きさに切
り、水にさらして、やわらかくゆでる。 
❷解凍した「白キューブ」に、みそ、砂糖、スー
プを加えて混ぜ、弱火で煮てソースを作る。
❸①と②をあえる。

ひき肉に水を加えまぜて
からゆでると、肉がかたま
りにならないだけでなく、
肉が水分を吸ってやわら
かくなります。

9～11ヵ月頃

簡単肉じゃが
●じゃがいも…20g ●人参…10g ●玉ねぎ…10g 
●鶏ひき肉…15g ●いんげん…少  々●だし汁…大
さじ5 ●水溶き片栗粉…少  々●油…少  々 

❶じゃがいもは8mm角、人参、玉ねぎ
は5mm角に切る。解凍した鶏ひき肉に水
（大さじ1）を加えてほぐす。
❷油で野菜を炒め、薄味に調味しただし
汁を加えて煮立ったらひき肉を加え、やわ
らかく煮る。
❸やわらかくゆでて細く切ったいんげんを
加え、水溶き片栗粉でとろみを付ける。

7,8ヵ月頃

鶏ササミのとろりスープ
●鶏ササミ…10g ●キャベツ…10g ●人参…5g 
●スープ…1/2カップ ●水溶き片栗粉…少  々 

❶解凍した鶏ササミはゆでて水けをきり、
細かくきざんですりつぶす。キャベツはゆ
でて、みじん切りにしてすりつぶす。人参
はやわらかくゆでて、フォークでつぶす。
❷スープに①を入れて煮て、水溶き片栗
粉でとろみを付ける。

うちの子のうちの子の

量の
めやす

5、6カ月頃：少量から。7、8カ月：
10～20g。9～11カ月頃：20～
30g。12～18カ月頃：30～40g。

〈7、8カ月頃：バナナヨーグルト〉

取り分けのめやす
果物や野菜などとあえると、酸味がやわらぎ、食べやすくなります。

80gをめやすに。
9～11ヵ月頃●

100gをめやすに。
12～18ヵ月頃●

様子をみながら
50～70gをめや
すに。

7,8ヵ月頃●

10分以内
調理時間

ラップをふんわり
かぶせて

豆腐（15g）と野菜（少々）のスープを
添えて。

これで1食完成！

しらすと野菜の混ぜごはん

●軟飯…80g　●しらす…10g　●玉ねぎ…10g　●人参…
8g　●いんげん…1本　●油…5～6滴

9～11
ヵ月頃

耐熱容器に5mm角に切った玉ねぎ・
人参、すじを取り薄く切ったいんげん、油
を入れ混ぜ、水（大さじ1）を加え、ふん
わりとラップをして電子レンジで3分加
熱する。

耐熱容器に水（大さじ3）としらすを入れ、
電子レンジで1分加熱して水けをきる。

軟飯に①、②を加え混ぜる。

7,8ヵ月
頃から

白キューブに牛乳、大豆、ねり
ごまを使用。最初は少量ずつ。

   《ナカシン冷食》
  b鹿児島 

   赤（トマトペースト、しいたけ、玉ねぎ、人参、
りんご果汁）、白（豆乳、牛乳、大豆、白ごま）。
    w乳・豆・（卵・麦・え・か）     

   バランスキューブ（赤・白） 
jj

 140g（12粒）×2種  398円  （税込430円） 

   next»6月5回   122521

5,6ヵ月
頃から

産直原料
で作りました

 とうもろこし/北海道
  《マルハニチロ北日
本》  b北海道 

   産直産地JAさらべつのコーン（北海道産）
をなめらかな裏ごしにしました。15区画
トレー入り。      12kcal/1個（15g）   

   うらごし野菜・コーン（産直） 
ljlj

 230g  275円  （税込297円） 

   next»6月2回   124443

5,6ヵ月
頃から

電子レンジ
オーブントースター
揚げる

   《和郷さあや’Sキッ
チン》  b千葉 

   さつまいもをスティック状にカット後蒸し
上げ急速凍結。焼き芋や天ぷら、野菜サ
ラダなどに。      131kcal/100g   

 冷凍  さつまいもスティック 
jj

 300g  276円  （税込298円） 

   next»6月3回   122530

5,6ヵ月
頃から

産直原料
で作りました

 小松菜/九州  《イシハ
ラフーズ》  b宮崎 

   九州産（宮崎県、鹿児島県）の小松菜を軽
く湯通しした後、カットしてバラのまま急
速凍結。      14kcal/100g   

   九州の小松菜（カット・バラ凍結） 
ljlj

 280g  289円  （税込312円） 

   next»6月5回   122548

5,6ヵ月
頃から

   《ジーピーフー
ズ》  b鹿児島 

   国産のさつまいもの裏ごし。1個約20g
のポーションタイプ。離乳食、デザートな
どの材料に。      26.2kcal/1個   

   さつまいものうらごし 
jj

 12個240g  313円  （税込338円） 

   next»6月3回   122556

7,8ヵ月
頃から

   《ホクレン》  b北海道 

   とうもろこし、人参、玉ねぎ（いずれも北海
道産）を彩りよくミックス。さまざまな料
理にどうぞ。      62kcal/100g   

 北海道  ミックスベジタブル（コーン・人参・玉ねぎ） 
jj

 400g  284円  （税込307円） 

   next»6月3回   122564

写真はイメージです。       

   小さな子どもが安
心して食べられる
フルーツを2品種
以上でお届けしま
す。ジュースや離
乳食に活用しても。         

   フルーツyumyumセット 
 1セット  398円  （税込430円） 

   next»6月2回 
 全国及び海外の産地からお届け 122572

7,8ヵ月
頃から

取りきれない骨が残ることが
あります。ご注意ください。

   《ぎょれん鹿島食品セ
ンター》  b茨城 

   北海道沖で漁獲した秋鮭を三枚におろ
し、皮と骨を取り除いて切り身にしまし
た。料理素材に。        s180日 

 北海道  秋鮭切身（皮なし・骨ぬき） 
jj

 3切120g  368円  （税込397円） 

   next»6月3回   122581

〈7、8カ月頃：真だら入りおかゆ〉

7,8ヵ月
頃から

取りきれない骨が残る
ことがあります。ご注
意ください。

   《渡会》  b宮城 

   アメリカ産の船上凍結した真だらを国内
にて、皮と骨を取り除きました。ムニエル
や煮付けに。         

   真だら切身（骨・皮とり） 
jj

 5切150g  332円  （税込359円） 

   next»6月3回   122599

写真はイメージです。

      

   少量ずつセットに
した使いきりサイ
ズです。天候など
の影響で、産地お
よび品目が変更
になる場合があり
ます。         

   yumyum野菜セット 
 1セット  461円  （税込498円） 

   next»6月2回 
 富良野青果（北海道）・マルハ園芸（佐賀）・

フレッシュ（熊本）・熊本大同（熊本）・
アグリタウン小山田（鹿児島） 122602

〈9～11カ月頃：あじのそぼろ丼〉

9～11ヵ月
頃から

小骨が残ることがあるの
で、乳幼児には包丁で細
かくたたいて。

   《大新》  b鳥取 

   国産のあじをつなぎは使用しないで、たたき
身に加工しました。椀だね、ハンバーグなど
にどうぞ。      182kcalc0.5g/1袋  s120日 

   とれとれあじたたき身 
jj

 150g×2  368円  （税込397円） 

   next»6月5回   122611

7,8ヵ月
頃から

形状を保つため、筋のやわらかい部分
が残っています。
『までっこ鶏筋なしササミ（バラ凍結）』 の
商品名を変更しました。

   《岩手農協チキン
フーズ》  b岩手 

   脂肪分が少なくさっぱりとした味わい。
筋を取り除きました。        s180日 

 までっこ鶏  筋きりササミ（バラ凍結） 
jj

 200g  316円  （税込341円） 

 158円/100g
  next»6月2回   124494

7,8ヵ月
頃から

離乳食には、皮と
脂を取り除いて調
理します。

   《ＩＨミートソリュー
ション》  b宮城 

   親子丼などに便利。便利なチャック付き
袋。    w（卵・乳・麦・え・か）    s180日 

 鹿児島若鶏  ムネ肉ダイスカット（バラ凍結） 
jj

 290g  398円  （税込430円） 

 138円/100g
  next»6月3回   122629

9～11ヵ月
頃から

   《パ ル・ミート》
  b千葉 

   あっさりした味わい。赤身率90%以上。
        qお届け日含む4日間 

   産直豚モモ赤身スライス 
kk

 110g  276円  （税込298円） 

 251円/100g
  next»6月3回   122637

7,8ヵ月
頃から    《セントラルフー

ド》  b茨城 

   ムネ肉使用（ササミを含む場合あり）。
チャック付き袋。        s180日 

   産直鶏ひき肉（バラ凍結） 
jj

 300g  308円  （税込333円） 

 103円/100g
  next»6月5回   122645

〈12～18カ月頃：ウインナー入り野菜炒め〉

12～18ヵ月
頃から

   《鎌倉ハムクラウン商
会》  b神奈川 

   国産豚肉が原料です。皮なしで子どもでも
食べやすくなっています。ペアパックでお届
けします。      144kcalc0.9g/1袋  s10日 

   つかいっきりミニポークウインナー（皮なし） 
kyky

 49g×2  188円  （税込203円） 

   next»6月2回   122653

5,6ヵ月
頃から

   《西村物産》  b和歌山 

   和歌山県紀伊水道から兵庫県明石沖で漁獲したし
らすを対流式釜を使い短時間で炊き上げました。
    w（え・か）    s180日 

   ふっくらしらす干し 
jmjm

 25g×3  276円  （税込298円） 

   next»6月3回   124435

7,8ヵ月
頃から  生乳/北海道  《高

梨乳業》  b群馬 

   北海道根釧地区の生乳だけで作りました。プ
ロバイオティクスビフィズス菌（BBー12）使
用。    w乳   65kcalc0.1g/100g  s19日 

   こんせんプレーンヨーグルト 
lklk

 400g  188円  （税込203円） 

   next»6月3回   122661

〈7、8カ月頃：
チーズとかぼちゃのスープ〉

7,8ヵ月
頃から

7、8カ月頃までは加熱して少量を。
食べづらいときはきざんで。

   《六甲バター》  b兵庫 

   3粒で鉄分1.1mg（ほうれん草1.8株約
55g相当）を含有。30個以上。リン酸塩
使用。    w乳   350kcalc2.6g/100g   

   チーズで鉄分 
kk

 160g  350円  （税込378円） 

   next»6月5回   122670

s賞味期限表示を行っている商品に表示（180日以内）。お届け日からの期間ではありません。q消費期限表示を行っている商品に表示。牛乳および商品の消費期限表示が5日以内の商品、6日以内の精肉は、お届け日からの日数を表示。2
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産直青果 魚

うらごし・冷凍野菜

乳製品

肉



うちの子のうちの子の

量の
めやす

7、8カ月頃：10～15g。9～11
カ月頃：15g。12～18カ月頃：
15～20g。

インターネット
ショップ

●『一升餅』は、「育児グッズ」内
「お誕生祝い・記念品」で毎週注
文できます。
● 月齢ごとに食べられる食材を
ジャンル別で検索できます。

なら

検索オンラインパル

キ
リ
ト
リ
線

豆腐・納豆魚青果主食 乾物肉 加工品乳製品 うらごし・キューブ

-食材別レシピ編-

●『うらごし野菜・コーン
（産直）』…1個
●トマト…15g
●きゅうり…5g

9～11ヵ月頃

トマトのコーンあえ
❶「うらごし野菜・コーン」は解凍して加熱し、ぽってりとし
たコーンソースにする。
❷湯むきして種を取ったトマト、さっとゆでたきゅうりをそれ
ぞれ粗みじん切りにし、①であえる。

●『うらごし野菜・コーン
（産直）』…2個
●ピーマン…15g
●人参…5g

12～18ヵ月頃

ピーマンのコーンあえ
❶ピーマン、人参は短めのせん切りにして、やわらかくゆで
る。
❷「うらごし野菜・コーン」は耐熱容器に入れ、ラップをし
て電子レンジで約1分10秒加熱し、①とあえる。

●『ちーちゃいうどん』…
1/2玉（40g）
●『うらごし野菜・コーン
（産直）』…1個
●ブロッコリー（花先の
み）…10g
●水溶き片栗粉…少々

7,8ヵ月頃

コーンうどん
❶『ちーちゃいうどん』は半解凍にしてきざみ、やわらかくゆ
でてから粗くつぶす。
❷鍋に「うらごし野菜・コーン」と水（大さじ4）を入れて煮
溶かし、①を入れる。
❸ブロッコリーはやわらかくゆでてきざみ、②に入れて煮
る。水溶き片栗粉でとろみを付ける。

コーンと白身魚のとろとろ
❶白身魚はゆでて、水けをきり、すりつぶす。
❷スープに、①と解凍した「うらごし野菜・コーン」を入れ
て、弱火で煮て、水溶き片栗粉でとろみを付ける。

●白身魚…10g
●『うらごし野菜・コーン
（産直）』…2/3個
●スープ…1/4カップ
●水溶き片栗粉…少々

5,6ヵ月頃

●「きほんの離乳食」（無料スマホアプリ）
ダウンロードはアプリストアから

で検索。きほんの離乳食
詳しい内容は
こちらから。

●育児情報サイト（ＰＣサイト）

http://kosodate.pal-system.co.jp/rinyu/

パルシステム　離乳食 検索

産直コーンを
なめらかに裏ごし。

管理栄養士
坂弘子先生より

最初はおかゆに加えたり、とろみを付
けて。コーンの風味がしっかりしてい
るので、あえ衣に使うと甘みが加わり
食べやすくなります。

● 少量（1さじ）から。

● 1個。

● 1～2個。

● 2個。

7,8ヵ月頃

9～11ヵ月頃

12～18ヵ月頃

5,6ヵ月頃

分 量 の め や す

電子レンジで作れるうえ、
野菜も入っているので忙
しい日の時短ランチにもお
すすめ。赤ちゃんには添付
のつゆは味が濃いので、
薄味に調味しただし汁を
注いで。

12～18ヵ月頃

野菜入り小うどんの取り分け
●『野菜入り小うどん』…1個 ●だし汁…1/2カップ  
❶耐熱容器に具を上にして『野菜入り小
うどん』と水（適量）を入れ、ラップをして加
熱し、しばらく置いて麺をやわらかくする。
❷具を取り出し、ほうれん草は1cm角、油
揚げは5mm角に切る。
❸麺を20本程度（70～100g）取り分け、
短く切る。
❹②、③を器に入れ、薄く調味しただし汁
を注ぐ。

お湯で長時間加熱すると
かたくなることも。薄く味付
けしただし汁など塩分の
ある汁で煮ると、かたくな
るのを防げます。

5,6ヵ月頃

バナナ豆腐
●『なめらか絹とうふ小分けパック』…
15g ●バナナ…5g  
❶豆腐はゆでてすりつぶす。
❷バナナはすりつぶし、①とあえる。

5,6ヵ月
頃から

組合員
開発協力
しました

が

 丸大豆/北海道  《太子
食品工業》  b栃木 

   北海道産大豆を使用。にがりで作った大
豆の風味が生きた絹豆腐です。消泡剤不
使用。    w豆   95kcal/1パック  s17日 

   なめらか絹とうふ小分けパック 
lklk

 150g×3  138円  （税込149円） 

   next»6月3回   122688

7,8ヵ月
頃から

7、8カ月頃までは必ず加熱して与え
ましょう。たれは使いません。

 大豆/国産  《カジ
ノヤ》  b神奈川 

   大豆は国産の中粒大豆を100%使用した、や
わらかく食べやすいひきわり納豆です。    w
麦・え・豆   64kcalc0.5g/1カップ  s7日 

   ひきわり納豆（たれ・からし付） 
lklk

 30g×3  141円  （税込152円） 

   next»6月2回   122696

6ヵ月
頃から

離乳期は添付のつゆは
使いません。初めは煮
てすりつぶして。

電子レンジ

組合員
開発協力
しました

が

   《四国日清食品》
  b香川 

   国産小麦のうどんに、ほうれん草と人参（い
ずれも国産）、きざみ揚げをのせつゆを添付。
    w麦・え・豆・（卵・乳）   173kcalc2.0g/1食   

   野菜入り小うどん 
jyjy

 144g×3  369円  （税込399円） 

   next»6月3回   122700

6ヵ月
頃から

とくに7、8カ月頃までは、やわらかく
煮てすりつぶしたものを与えましょう。

電子レンジ

   《日清食品冷凍》
  b香川 

   お椀に入る1個80gの丸形の小さなうどん。
鍋で煮ても、電子レンジで調理も。国産小麦使
用。    w麦・（卵・乳・え）   99kcalc0.2g/1食   

   ちーちゃいうどん 
jj

 80g×6  256円  （税込276円） 

   next»6月2回   122718

9～11ヵ月
頃から

   《ワイエムフー
ズ》  b新潟 

   しいたけ、えび、枝豆が入った、食べきりサ
イズの茶わん蒸しです。    w卵・麦・え・
豆    s30日 

   プチ茶碗蒸し 
kyky

 50g×6  230円  （税込248円） 

   next»6月3回   122726

7,8ヵ月
頃から

   《常陸屋本舗》  b茨城 

   ほうれん草、人参、かぼちゃの粉末を使っ
た、緑、オレンジ、黄色の楽しいやき麩で
す。    w麦   360kcal/100g   

   野菜入りやき麩 
yy

 30g×2  260円  （税込281円） 

   next»6月5回   122734

7,8ヵ月
頃から  野菜スープ/国産  《い

なば食品》  b静岡 

   産直キャベツなどの乾燥野菜から煮出し
たスープで味付け。油や食塩は不使用。
      49kcalc0.2 g/1缶   

   ツナフレーク缶食塩無添加・ノンオイル 
ll

 70g×3  350円  （税込378円） 

   next»6月3回   122742

7,8ヵ月
頃から

   《日本生活協同組合連
合会》  b静岡 

   国産のササミ肉を野菜スープと塩で調味
しフレークに。サラダや棒々鶏、離乳食に。
ノンオイル。      43kcalc0.4g/1缶   

   鶏ささみフレーク缶 
mxmx

 80g×3  341円  （税込368円） 

   next»6月5回   122751

〈9～11カ月頃：赤キューブのパスタ〉

7,8ヵ月
頃から

 デュラム小麦のセモ
リナ/北アメリカ  《奥
本製粉》  b大阪 

   デュラムセモリナ100%。コシの強さが
自慢のスパゲッティ。太さ1.6mm。ゆで
時間7分。    w麦   358kcal/100g   

   スパゲッティ（1.6mm） 
ll

 1kg  316円  （税込341円） 

   next»6月5回   122769

7,8ヵ月
頃から

   《奥本製粉》  b大阪 

   北海道産小麦を使用した、もちもちした
食感のショートパスタ。ゆで時間約4分の
早ゆでタイプ。    w麦   362kcal/100g   

 北海道産小麦  ショートパスタ 
 300g×2  303円  （税込327円） 

   next»6月5回   122777

9～11ヵ月
頃から

 小麦粉/国産  《日東富
士製粉》  b静岡 

   牛乳と卵を加えて焼くミックス粉。約4枚分ず
つ作れる分包になっています。ミョウバン不使
用。    w麦・（卵・乳）   376kcalc1.7g/100g   

 国産粉  ホットケーキミックス 
ll

 200g×4  277円  （税込299円） 

   next»6月3回   122785

盛りつけ例

9～11ヵ月
頃から

飲み込みにくいときは、小さく
ちぎって水分といっしょに。

   《パルシステム生活協
同組合連合会》   

   水あめを使用した、ふわふわした白いパン。三温糖を使
用。ハムや野菜などを添えて。1個約30g。    w麦・（卵・
乳・豆）   117kcalc0.2g/1個  qお届け日含む3日間 

   白パン 
ll

 5個  189円  （税込204円） 

   next»未定   122793

9～11ヵ月
頃から

飲み込みにくいときは、小さく
ちぎって水分といっしょに。

   《パルシステム生活協
同組合連合会》   

   産直小麦粉にトマトジュースを練り込み焼
き上げました。1個約28g。    w麦・（卵・乳・
豆）   92kcalc0.2g/1個  qお届け翌日 

   産直小麦のとまとロール 
ll

 5個  183円  （税込198円） 

   next»6月5回   122807

5,6ヵ月
頃から

   《トーアス》  b愛知 

   完熟させた国産トマトをそのままトマト
ジュースにつけ込みました。食塩無添加
タイプです。         

   国産トマトホール缶（食塩無添加） 
mm

 425g  267円  （税込288円） 

   next»6月5回   122815

7,8ヵ月
頃から

   《長崎県漁業協同組
合連合会 》  b長崎 

   長崎県沖にて漁獲された新鮮なカタクチイ
ワシが原料です。酸化防止剤不使用。    w
（え）   332kcalc4.3g/100g  s180日 

 長崎県産  煮干し 
 150g  435円  （税込470円） 

   next»6月5回   122823

9～11ヵ月
頃から

 さばのふし/静岡・九州、
かつおのふし/国産、椎茸
/静岡  《山耕商店》  b静岡 

   さば節を中心に、かつお節、昆布、しいたけを粉
末にして配合。手軽に本格的だしがとれます。
      0.4kcalc0.01g/煮出し汁100cc  s180日 

   だしパック 
ll

 8g×20  270円  （税込292円） 

   next»6月2回   122831

お届けは〔5月30日（月）～6月5日（日）〕。
配達日の指定はできません。切れ目が
入っていて分割しやすいのし餅です。背
負わせるときは必ず近くでおとなが見守
ってください。

   《たかの》  b新潟 

   1歳のお誕生日イベントで人気の一升も
ち。まとめて入れられるかわいい外袋付
き。品種はこがねもちを使用。         

   一升餅 
jj

 500g×4  4,060円  （税込4,385円） 

   next»6月5回   122840

5,6ヵ月
頃から

産直原料
で作りました

 とうもろこし/北海道
  《マルハニチロ北日
本》  b北海道 

   産直産地JAさらべつのコーン（北海道産）
をなめらかな裏ごしにしました。15区画
トレー入り。      12kcal/1個（15g）   

   うらごし野菜・コーン（産直） 
ljlj

 230g  275円  （税込297円） 

   next»6月2回   124443

お届けは宅配です!

1歳のお誕生日に！歳のお誕生日に

インターネットショップでは、
毎週注文できます。

名前が書ける記念袋。

冷
凍
食
品
は
、賞
味
期
限
ま
で
30
日
以
上
の
も
の
で
も
、ご
家
庭
の
冷
凍
室
で
は
1
カ
月
を
目
安
に
使
う
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

表示している次回企画は『yumyum』での掲載予定です。『yumyum』に掲載がなくても、『コトコト』『きなり』には掲載される場合があります。

『yumyum』は登録制のカタログです。8週間ご注文がない場合は、カタログのお届けを中止させていただきます。再度、注文用紙またはインターネットでご登録ください。 6-1 3

パン

加工品



かわいいポテトで
子どもが喜ぶお弁当に。
「こんせんくん」の顔がモチーフのマッ
シュポテトです。産直産地・大牧農
場のじゃがいもの持ち味を生かし、塩
や砂糖などでシンプルに味付けしま
した。付け合わせやおやつにもどうぞ。

調理例

2歳までは副菜なら1個。間食な
ら2個。3歳以降は副菜なら1～
2個。間食なら2～3個。

量の
めやす

うちの子のうちの子の

量の
めやす

主菜として。2歳までは30g。3
歳以降は40g。

作り方（おとな2人＋子ども1人分）

●「産直かぼちゃコロッケ」…5個　●食パン
（8枚切り）…6枚　●ケチャップ…適量

❶温めたコロッケ（1個）はつぶし、ケチャップ
（小さじ1/2）を混ぜる。
❷耳を切った食パン（2枚）に①をのせて巻
いてそのまま落ち着かせ、食べやすく切る。
❸おとなは食パンに温めたコロッケ、ケ
チャップ、好みで野菜をはさむ。

作り方

かぼちゃコロッケ
サンド

やわらかな生地に、
4種の野菜入り。
生地は鶏ムネ肉と木綿豆腐をベース
にすりおろした山芋を加え、ふんわり
とした食感に。細かくきざんだ玉ねぎ、
人参、枝豆を混ぜ込み、野菜が苦手
な子どもも食べやすく仕上げました。

調理例

主菜として。2歳までは1～2個、
3歳以降は2個がめやす。野菜や
スープを添えて。

量の
めやす

人参の甘みを生かし
フルーティーな味わいに。
できるだけ熱を加えずしぼる製法で、
人参の甘みやおいしさを生かして搾
汁。さらに4種の果汁を加えてフルー
ティーな味わいに仕上げました。砂
糖や香料は不使用です。

間食として。1本がめやす。量の
めやす

盛りつけ例

盛りつけ例

1歳半から

電子レンジ
オーブントースター

産直原料
で作りました

 じゃがいも/北海道  《パ
ルシステム生活協同組
合連合会》  b北海道 

   大牧農場の産直じゃがいもを裏ごしし、味
をつけて揚げた、こんせんくん形のポテト。
約16個。    w麦   44kcalc0.1g/1個   

   こんせんくんポテト 
ljyljy

 215g  278円  （税込300円） 

   next»6月5回   122858

1歳半から

取りきれない骨が残ることが
あります。ご注意ください。

   《藤文》  b静岡 

   ノルウェー産のさばを三枚おろし後、腹骨
をとりスティック状にし、食べやすくしま
した。        s90日 

   塩さばスティック（骨取り） 
jj

 6～7切150g  315円  （税込340円） 

   next»6月5回   124486

〈根菜のパスタスープ〉

1歳半から

産直原料
で作りました

   《イシハラフー
ズ》  b宮崎 

   里芋、大根、人参、ごぼう（いずれも九州産）
をミックス。チャックシール付き袋入り。
      45kcal/100g   

   九州の根菜ミックス（煮物・豚汁用） 
jj

 250g  276円  （税込298円） 

   next»6月5回   122866

〈鶏だんごと小松菜のソース炒め〉

1歳半から

   《トクスイコーポレー
ション》  b宮城 

   鶏肉、スケトウダラ、玉ねぎ、人参、ごぼう
（いずれも国産）使用。鍋などに。11～
13個入り。    w卵・麦・豆    s180日 

   とりごぼう団子 
jyjy

 220g  398円  （税込430円） 

   next»6月5回   122874

調理例1歳半から

フライパン

   《ナカシン冷食》
  b鹿児島 

   いわしのすり身に玉ねぎ、キャベツ、豚肉、
鶏肉、ひじきを加えたハンバーグ。    w
卵・乳・麦・豆・（え・か）     

   いわしとひじきのハンバーグ 
jxjx

 6個300g  357円  （税込386円） 

   next»6月5回   122513

1歳半から

電子レンジ

   《マルハニチロ》
  b愛媛 

   アメリカ産スケトウダラにパン粉、ポテト
粉、あおさをつけて揚げました。お弁当
にも。    w麦・豆・（卵・乳）     

   フィッシュスティック（のり塩風味） 
jxjx

 8本200g  368円  （税込397円） 

   next»6月3回   124389

調理例

1歳半から

電子レンジのみ

   《マルハニチロ》
  b広島 

   国産あじのすり身に玉ねぎを加え、ナゲットの衣
をつけて揚げました。凍ったまま電子レンジで。
    w卵・乳・麦・豆   35kcalc0.2g/1個（20g）   

   おさかなナゲット 
jxjx

 10個200g  369円  （税込399円） 

   next»6月3回   122882

1歳半から

電子レンジのみ

産直原料
で作りました

   《マルハニチロ》
  b北海道 

   産直栗かぼちゃを使用した、かぼちゃの甘みが特
徴のコロッケです。副菜やお弁当にどうぞ。    w
卵・乳・麦・豆・（え・か）   288kcalc0.7g/100g   

   産直かぼちゃコロッケ（レンジ用） 
jxjx

 8個280g  368円  （税込397円） 

   next»6月5回   122891

調理例

1歳半から
電子レンジのみ

産直原料
で作りました

   《プライフーズ》
  b青森 

   産直鶏ムネ肉を成形し、国産のりを巻きました。
しょうゆとのりの風味でごはんがすすみます。
    w乳・麦・豆・（卵）   196kcalc1.2g/100g   

   産直鶏のり巻きチキン 
jxjx

 130g  258円  （税込279円） 

   next»6月5回   122505

1歳半から

電子レンジ
フライパン

   《ナカシン冷食》
  b鹿児島 

   豆腐に鶏肉と4種の野菜（玉ねぎ、枝豆、人
参、山芋）が入ったハンバーグです。    w
卵・乳・麦・豆・（え・か）     

   キッズ豆腐ハンバーグ 
jxjx

 210g（6個入り）  276円  （税込298円） 

   next»6月5回   122904

調理例

1歳半から

産直原料
で作りました

 鶏 卵/千 葉、ねぎ/国
産、わかめ/三陸沖  《大
日本明治製糖》  b大阪 

   産直の卵を使用したあっさり味のフリーズド
ライスープ。お湯を注ぐだけ。化学調味料不
使用。    w卵・豆   27.1kcalc1.05g/1食   

   産直たまごのふわふわスープ 
lyly

 7.5g×10  537円  （税込580円） 

   next»6月5回   122912

5,6ヵ月
頃から

初めは湯冷ましで薄めて、様子を
みながら少量ずつ与えてください。

   《熊本県果実農業協同
組合連合会》  b山梨 

   国産大麦を100%使用した、飲みきりサ
イズの麦茶。持ち歩きにも便利。ビタミ
ンC不使用です。        s150日 

   麦茶（AB） 
 125ml×12  570円  （税込616円） 

 48円/1本
  next»6月3回   122921

1歳半から

1010

   《明治》  b山梨、京都 

   ぶどうとりんごをほどよくミックスしまし
た。125mlの飲みきりサイズ。パックは
リサイクル。      55kcal/1パック  s120日 

   それいけアンパンマンのぶどうとりんご（AB） 
 125ml×3  190円  （税込205円） 

 64円/1本
  next»6月5回   122939

1歳半から

   《カゴメ》  b長野 

   原料の人参、トマト、ほうれん草、かぼ
ちゃ、りんごは国産。香料使用。    w
豆   38kcal/1パック   

   野菜生活幼児用りんご味（AB） 
yy

 100ml×18  1,044円  （税込1,128円） 

 58円/1本
  next»6月5回   122947

1歳半から
 りんご/国産、うんしゅうみかん/
国産、にんじん/国産  《パルシステ
ム生活協同組合連合会》  b長野 

   国産の人参45%に、りんご、みかん（とも
に国産）を使用。フルーティーな野菜果
汁ジュース。      40kcal/1パック   

   「キャロっとさんミニ」にんじんくだものジュース（AB） 
ll

 100ml×18  924円  （税込998円） 

 52円/1本
  next»6月2回   122955

9～11ヵ月
頃から

初めてのときは、しっかり
飲み込むまで見守って。

   《西村衛生ボーロ
本舗》  b京都 

   生地にβ‐カロテンを含んだ緑黄色野菜
を配合したボーロです。かぼちゃとホウ
レン草各3袋入り。    w卵・麦    s180日 

   野菜ボーロカボチャ&ホウレン草 
xx

 20g×6袋  189円  （税込204円） 

   next»6月5回   122963

1歳半から

   《大坪製菓》  b佐賀 

   九州産小麦粉を使用した生地に5種の緑黄色野
菜ペーストやはちみつを練り込んだボーロ。個
包装。    w卵・麦・（乳）   40.8kcal/1枚  s90日 

   緑黄色野菜入りふわふわどうぶつボーロ 
xx

 8枚  151円  （税込163円） 

   next»6月5回   122971

1歳半から

   《カゴメ》  b長野 

   野菜14種（人参、キャベツなど）、果実3種
（ぶどう、マンゴーなど）を配合。ミニサイ
ズ。      41kcalc0～0.1g/1パック   

   黄の野菜・学校給食用（AB） 
yy

 100ml×18  924円  （税込998円） 

 52円/1本
  next»6月3回   122980

3歳から

   《サンコー》  b愛知 

   北海道ばれいしょでんぷんに日本近海の小魚粉末を
入れました。5連パックで持ち運びに便利。    w麦・え・
豆・（卵・乳・落・か）   448kcalc2.3g/100g  s90日 

   ミニ小魚スナック 
 10g×5  189円  （税込204円） 

   next»6月5回   122998

1歳半から

   《東京カリント》
  b埼玉 

   5種の野菜（さつまいも、かぼちゃ、人参、ほうれん草、
玉ねぎ）の粉末を練り込んだかりんとう。    w乳・麦・
豆・（卵・落）   196kcalc0.1g/1袋（40g）  s90日 

   野菜かりんとう 
yy

 160g（40g×4）  189円  （税込204円） 

   next»6月5回   123005

つぶして
食べやすく

果汁・野菜汁のジュースは、1本を全部飲む場合の月齢を表示しています。

遺
伝
子
組
換
え
表
示

　「不
分
別
」の
み
3
種
類
を
表
示
。不
使
用
や
対
象
外
は
誌
面
で
は
表
示
し
ま
せ
ん
。x
＝
遺
伝
子
組
換
え
不
分
別

　y
＝
遺
伝
子
組
換
え
副
原
料
不
分
別

　z
＝
遺
伝
子
組
換
え
添
付
品
不
分
別

6-14

菓子ドリンク

【 1歳半以降の食事に】
※色つきエリアの商品は離乳食を卒業した1歳半以降の幼児におす
すめのものを掲載しています。離乳食には使用できません。



使う食材はコレ！

▲
レシピ監修：坂弘子さん（管理栄養士）

包丁いらずで
手軽にできる筑前煮

煮物は「さます」工程で食材に味が
しみ込むので、薄味でも満足感が
出て食べやすくなります。カット＆下
処理済み食材なら調理も手軽です。

「さます」工程で
味をしみ込ませる。

★1歳半～3歳の子どもが食べられます。

❶鶏肉は解凍して水けをふき、酒をふって
おく。
❷鍋に油を熱し凍ったままの「九州の根菜
ミックス」を炒め、①を加えて炒める。
❸だし汁を加え、煮立ってきたら砂糖、みり

ん、しょうゆを加える。落としぶたとふた（ふ
たは少しずらす）をして、中弱火で5分煮て
火を止め、常温で30分ほどさます（30分
を越える場合は冷蔵室へ）。食べる直前
に、再度煮立たせる。

●「鹿児島若鶏ムネ肉ダイスカット」…100g　●『九州の根菜ミックス（煮物・豚汁用）』
…1袋　●だし汁…1カップ　●酒…小さじ1　●砂糖・みりん…各大さじ1/2　●しょう
ゆ…小さじ2　●油…小さじ2

【材料と作り方】※分量はおとな2人と子ども1人分。

自然解凍にすれば
しっとり、ひんやり。
なめらかなチーズをほんのり甘く、ふ
わふわのワッフル生地で包みました。
電子レンジで加熱すればチーズがト
ロ～リ。自然解凍にすればしっとり、
ひんやりとした口あたりに。

調理例

間食として。2歳までは1個、3歳
以降は2個がめやす。

量の
めやす

1歳半 3歳

3歳頃までは歯やあごの力が未発達
なので、かたいものや薄っぺらいも
のがかみづらく苦手です。

かむ力が弱い

0～5歳頃は味覚を育む時期。濃
い味の食事は味覚の発達を妨げる
ばかりか、塩分が多いとからだへの
負担にも。

味覚のベースを作る

濃い味を覚えさせないことが大切

幼児食が
必要なワケ。
離乳食を卒業してもかむ力や消化器官などはまだまだ未熟。
5歳頃までは子どもに合わせて、おとなの食事にひと工夫を。

監修／坂弘子さん（管理栄養士）

こうすると
食べやすい！

味付けの
ポイント！

●根菜はやわらかくゆでて、かみやすく。
●葉物野菜や薄
切り肉はきざん
だり、細切りに。

●だしをきかせると薄味
でも満足できる味に。
●おとなの分だけあとで
味付けを足すように。

7,8ヵ月
頃から

離乳食には、皮と脂を
取り除いて調理します。

   《ＩＨミートソ
リューション》
  b宮城 

   親子丼などに便利。便利なチャック付き
袋。    w（卵・乳・麦・え・か）    s180日 

 鹿児島若鶏  ムネ肉ダイスカット（バラ凍結） 
jj

 290g  398円  （税込430円） 

 138円/100g
  next»6月3回   122629

1歳半から
産直原料
で作りました

   《イシハラフー
ズ》  b宮崎 

   里芋、大根、人参、ごぼう（いずれも九州産）
をミックス。チャックシール付き袋入り。
      45kcal/100g   

   九州の根菜ミックス（煮物・豚汁用） 
jj

 250g  276円  （税込298円） 

   next»6月5回   122866

〈おにぎり〉

1歳半から

   《三島食品》  b広島 

   化学調味料不使用のゆかりです。ごはん
に混ぜるだけで、香り豊かなゆかりごは
んになります。         

   ゆかり 
 40g  220円  （税込238円） 

   next»6月5回   124478

調理例

1歳半から
電子レンジ

   《東京コールドチ
ェーン》  b富山 

   クリーミーなチーズをふっくらとしたワッ
フル風の生地で包み、ひと口サイズに焼
き上げました。    w卵・乳・麦・豆     

   ミニチーズドッグ 
jyjy

 8個240g  284円  （税込307円） 

   next»6月5回   123013

〈麩の子どもマーボー〉

3歳から

   《ハチ食品》  b長野 

   国産ひき肉入りの麻婆豆腐の素。子ども向けに辛
みを抑えました。豆腐1丁分で1袋3～4人前。    w
麦・豆・（卵・乳・え・か）   242kcalc4.2g/1袋190g   

   子ども用麻婆豆腐（マーボードーフ）の素 
xx

 190g×2  298円  （税込322円） 

   next»6月5回   123021

1歳半から
   《ハチ食品》  b長野 

   子ども用に辛みをおさえたレトルトカレー。玉
ねぎ、牛肉、人参、じゃがいもなどは国産。2袋。
    w乳・麦・豆・（卵・え・か）   130kcalc1.7g/1袋   

   子ども用カレー屋さんレトルト 
yy

 140g×2  284円  （税込307円） 

   next»未定   124451

1歳半から

電子レンジのみ

   《エム・シーシー
食品》  b栃木 

   かぼちゃのペーストを加えたソースにかぼ
ちゃ、マカロニ、鶏ひき肉を加え、焼き目をつけ
ました。    w乳・麦・豆   205kcalc1.1g/1個   

   かぼちゃのグラタン 
jyjy

 165g×2  315円  （税込340円） 

   next»未定   124460

盛りつけ例

1歳半から

   《木村屋總本店》   

   しっとりとした食感のむしケーキです。たまご
のやさしい味わい。1個約39g。    w卵・乳・麦・
豆   160kcalc0.2g/1個  qお届け日含む3日間 

   たまごむしケーキ 
xx

 4個  188円  （税込203円） 

   next»6月5回   123030

7,8ヵ月
頃から

   《味千汐路》  b新潟 

   国産の有機米を国産の有機かぼちゃと
合わせ、煮込んだお粥です。そのまま食
べられます。      44kcal/1個   

   有機かぼちゃ粥 
 100g  380円  （税込410円） 

   next»6月5回   123048

7,8ヵ月
頃から

   《味千汐路》  b新潟 

   9種類の国産有機野菜と有機米を煮込
み、ていねいに仕上げました。      70kcal/1
個   

   有機米つぶつぶ野菜おじや 
 100g  362円  （税込391円） 

   next»6月3回   123056

12～18ヵ月
頃から

   《味千汐路》  b新潟 

   有機米と鯛を野菜スープで煮込み歯ご
たえを残したごはん。そのまま食べられ
ます。    w麦・豆   75kcalc0.1g/1個   

   鯛めし 
 100g  380円  （税込410円） 

   next»6月3回   123064

12～18ヵ月
頃から

   《味千汐路》  b新潟 

   国産有機原料を使い、野菜のエキスが出
るまでじっくり煮込み、びん詰めにしまし
た。    w麦・豆   55kcalc0.2g/1個   

   有機大豆と野菜の五目煮 
 100g  380円  （税込410円） 

   next»6月5回   123072

   《ビーンスターク・ス
ノー》  b群馬 

   赤ちゃんの発育に大切な成分を母乳に近づ
けています。母乳代わりとして、新生児～9カ
月まで。    w乳・豆   515kcalc0.4g/100g   

   雪印ぴゅあ 
xx

 820g  1,499円  （税込1,619円） 

   next»6月2回   123081

9ヵ月
頃から    《ビーンスターク・ス

ノー》  b群馬 

   満9カ月頃から3歳頃までの赤ちゃんの発達
に大切な栄養素を配合したフォローアップミ
ルクです。    w乳・豆   471kcalc0.5g/100g   

   雪印たっちフォローアップミルク 
xx

 850g  1,199円  （税込1,295円） 

   next»6月2回   123099

   《アイクレオ》  b兵庫 

   母乳をめざした味、色、香りなので生まれた
ばかりの赤ちゃんにやさしいおいしいミル
クです。    w乳・豆   523kcalc0.3g/100g   

   アイクレオのバランスミルク 
xx

 800g  2,560円  （税込2,765円） 

   next»6月2回   123102

9ヵ月
頃から

   《アイクレオ》  b兵庫 

   離乳食でとりにくい成分をバランスよくとれ
ます。食事摂取基準2010年版に栄養成分値
を変更。    w乳・豆   484kcalc0.5g/100g   

   アイクレオのフォローアップミルク 
xx

 820g  2,063円  （税込2,228円） 

   next»6月2回   123111

   《和光堂》  b東京 

   赤ちゃんの発育に必要な栄養素を配合
した、母乳をめざした育児用ミルクです。
    w乳・豆   518kcalc0.4g/100g   

   和光堂レーベンスミルクはいはい 
xx

 850g  1,602円  （税込1,730円） 

   next»6月2回   123129

9ヵ月
頃から

   《和光堂》  b東京 

   育ち盛りの乳幼児に適したフォローアッ
プミル クです。    w乳・豆   475kcal
c0.5g/100g   

   和光堂フォローアップミルクぐんぐん 
xx

 850g  1,305円  （税込1,409円） 

   next»6月2回   123137

   《雪印ビーンスター
ク》  b群馬 

   母乳が足りないときや与えられないときに、母
乳の代わりにお使いいただくために作られたミ
ルクです。    w乳・豆   514kcalc0.4g/100g   

   ビーンスタークすこやか 
xx

 800g  2,267円  （税込2,448円） 

   next»6月2回   123145

9ヵ月
頃から

   《雪印ビーンスター
ク》  b群馬 

   母乳ではとりにくい鉄とDHAを、手軽に
毎日の食生活にプラスできるミルクで
す。    w乳・豆   461kcalc0.5g/100g   

   ビーンスタークつよいこフォローアップミルク 
xx

 820g  1,696円  （税込1,832円） 

   next»6月2回   123153

包
材
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り
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し
た
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品
の
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材
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す
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6-1加工食品を対象にエネルギーと食塩相当量を順次表示していきます。食塩相当量は小数点第2位以下を四捨五入し、cとして表示しています。数値には若干の誤差が生じますのであくまでも目安としてご利用ください。 5

ベビーフード

粉ミルク

『yumyum』のマークについて

●『コトコト』『きなり』と重複して掲載している商品が
　あります。二重注文にはご注意ください。

●アレルゲンの表示について
アレルギーのある方は、商品包材の表示を必ずご確認ください。

卵

卵

乳

乳

麦

小麦

そ

そば

か

かに

豆

大豆

え

えび

落

落花生

 表示方法

 表示品目

原料原産地：パルシステムが独自に開発したオリジナル商品（農産、精肉、パン、酒類は
対象外）のみ表示（主原材料とその原産地を表示）、《メーカー》：メーカー名、b：最終製
造者の所在地　※日用雑貨は生産国を表示します。

原料原産地《メーカー》b
●商品情報の表示について

●幼児食のめやす
便利な軽食や加工品のうち、専門の栄養士が「幼児にもおすすめできる」
と確認したものにマークをつけています。
※1歳～1歳半くらいまでは離乳食から幼児食への移行期間になります。

1歳半から 3歳から

●離乳食の月齢のめやす
専門の栄養士が商品それぞれの原材料や配合率を確認したうえで、段
階表示をしています。ただし、表示はあくまでもめやすであり、赤ちゃん
の成長具合によって個人差があります。
※初めてあげる場合は、1日1回1さじずつ、様子をみながらあげます。
※2008年3月母子保健事業団発行『授乳・離乳の支援ガイド実践の手引き』に
　基づいています。

5,6ヵ月
頃から

7,8ヵ月
頃から

12～18ヵ月
頃から

9～11ヵ月
頃から

青果・米・卵・酒・非食品を除くすべての商品のうち、原材料に特定原材料7品目と大豆
が含まれている商品には、その品目名を略称で表示しています。
※大豆を除く特定原材料に準ずる19品目については、表示しておりません。
※ コンタミネーション表示については、特定原材料7品目と大豆で、かつ製造者から情報提供
をいただいた商品のみの表示となっています。（乳）（そ）のように（ ）で表示しています。

（食品）



0歳
から 0歳

から

      

     ●成分：水、グリセリン、カリ石ケン素地、酸化チタン、スクワラン、マカデミアナッツ
油、ホホバ油、シリカ、ローズマリー葉エキス、カミツレ花エキス、トコフェロール、キ
サンタンガム、ヒノキチオール、エタノール ●生産国：日本       

   パックスベビーUVクリーム 
 30g  600円  （税込648円） 

   next»未定   123200

     ●サイズ：約縦11×横17×高2cm ●重量：約175g ●材質：ジェル袋／水、多価アルコール、高分子吸水
樹脂、ポリエチレン カバー／綿、ポリエステル、ポリウレタン ひも／ポリエステル ●生産国：ジェル袋／
日本 カバー・ひも／中国 ●メーカー：ケンユー ※抱っこひもやベビーカーに固定するひも付き。       

      

   マイアイスベビーパッド 
 1セット  630円  （税込680円） 

   next»未定   123196翌々週配達

            
   パシーマベビーチャイルドシート
パット（ハンカチ付き）ピンク 
 1セット  5,000円  （税込5,400円） 

   next»未定   123161

      

   ＜共通＞吸水性のよいパシーマ製のチャイルドシート、ベビーカー用パット。  ●サイズ：約30×75cm ●重量：約140g ●材質：表側・裏側／綿100%（ガーゼ） 中
わた／綿85%（脱脂綿）、ポリプロピレン15% ●生産国：日本 ●メーカー：龍宮（株） ※タンブラー乾燥は避けてください。ハンカチの色はすべてきなりです。       

翌々週配達

      

   パシーマベビーチャイルドシート
パット（ハンカチ付き）ブルー 
 1セット  5,000円  （税込5,400円） 

   next»未定   123170

      

     ●サイズ：約縦40×横20cm ●材質：生地／綿100%（無添加Wガーゼ） 刺繍台紙／レーヨン
70%・アクリル30% 糸／ナイロン ●生産国：日本 ●メーカー：（株）フジキ ※洗濯時に、塩素
系漂白剤・蛍光増白剤入り洗剤は使用しないでください。日光や蛍光灯、汗により色あせする
ことがあります。漂白や薬品洗浄をしていないため、製品に細かな粒（綿の枯葉や茎の断片）
が残っている場合がありますが、害はありません。お洗濯の際は洗濯ネットをご使用ください。       

 無添加  ダブルガーゼ汗取りパット 
 5色入  1,505円  （税込1,625円） 

   next»未定   123188

0歳
から

      

   赤ちゃんからおとなまで使えるUVミルク。パラベン、着色料、香料は使用していません。  ●成分：水、
スクワラン、BG、酸化亜鉛、酸化チタン、シリカ、水添レシチン、ラウリン酸ポリグリセリル-10、キサン
タンガム、水酸化Al、イソステアリン酸 ●生産国：日本 ●メーカー：松山油脂（株）       

   UVミルク for family 
ll

 30ml  900円  （税込972円） 

   next»未定   123218

パルシステム
オリジナル

「パシーマ®」がママに人気のワケ。
●  医療用と同じ純度の脱脂綿とガーゼで作られた生地を使
用。生地やタグには余分な成分が残留していないので、赤
ちゃんの肌や口に触れても安心です。

●  繊維製品の国際安全基準である 「エコ
テックス規格100」において、最も厳しい
「クラス１(乳幼児用製品)」をクリア。

●  家庭での洗濯に耐えられるよう、キルティ
ングには太めの糸を使用し、細かい縫い
目で仕上げています。洗えば洗うほど中綿がほぐれ、肌触り
がやわらかに。

安全保証ラベル

石けんで
洗い流せます。

汗・暑さ
対策

暑い日や雨の日の準備をととのえて。

をサポートおでかけ ♪

※ 子どもに使用する際には、必ず保護者の監視のもとお使いください。肌の弱い方にはパッチテストをおすすめします。耳の下や腕の内側などやわらかい部分につけてから24～48時間様子を見ます。反応が見られた場合は、ご使用をお やめください。　※組合員の声は個人の感想です。商品の効能・効果を証明するものではありません。

使用例

ひもで結んで取り付け。
長さが調整できるので、
ほとんどのベビーカーや
チャイルドシートに
つけられます。

裏面はきなりのリバー
シブル。パシーマ生地
の2枚重ねなので表
も裏も吸水性がいい。

外出時に役立つ
ミニハンカチ付き。

ベビーカーに。

チャイルドシートに。

約20cm

約
20
cm

ピンク

ブルー

2枚合わせのガーゼで
ふんわりした肌ざわり。
こまめに替えられる5枚セット。

首のうしろから背中に
入れて。取り外すとき
は、引き抜くだけ。

おすすめポイント
● 漂白剤、柔軟剤、染料不
使用の無添加仕上げ。
● キッズにも使えます。

かわいい
刺繍入り。

汗をかきやすい背中から頭を、
やさしく冷やします。

ウレタン素材入りで
冷感が長持ち。

カバー

冷凍室に入れても
やわらかい。

ジェル袋

ひも

使い方
❶  カバーにジェル袋をセットしポリ袋などに
入れ、冷凍室で4時間以上冷やす。
❷ 付属のひもを使ってベビーカーや抱っこ
ひもに固定する。

使用例

肌のうるおいを保ちながらUVカット。
散歩や買い物などのデイリー使いに。

肌なじみがよい
マカデミアナッツ油
を使用。

パラベン、
紫外線吸収剤
不使用。

のびがよい
乳液タイプ。

家族みんなで使えるUVミルク。
屋外での軽いレジャーやスポーツのときに。

UV
対策

赤ちゃんの背中の汗や湿気を吸収。
洗濯機で気軽に洗えるから、いつもサラッと清潔。

SPF17
PA+ SPF22

PA+++

パラベン、
紫外線吸収剤
不使用。

石けんで
洗い流せます。

抱っこひも
にも。

ベビーカーに。
取り付け
簡単！

繰り返し
使えます。

6-16 翌々週配達  の商品は6月6日（月）～6月10日（金）のお届けです。  3週後配達  の商品は6月13日（月）～6月17日（金）のお届けです。 返品について   商品返品はお届け後、8日以内にご連絡をお願いします。なお、商品の性質上返品を
お受けできない場合がございますので、所属のセンターへお問い合わせください。



 ベビーカーに乗せた
ままでも着せやすく、
脱がせやすいポンチョ。

ベビーカーごと包むレインカバー。
透明タイプだから、赤ちゃんの様子がよく見える。

海洋性
スクワラン
100％

保存料
不使用

30年愛される
人気商品！

      

   雨、風、排気ガス、ホコリなどから子どもを守ります。メッシュの窓付きな
ので会話ができます。A型、B型兼用。  ●サイズ：前部／約71×48cm 側
面／約74×73cm ●重量：約200g ●材質：本体／PEVA バイアス／
綿 メッシュ部／ポリエステル ●生産国：中国 ●メーカー：（株）フジキ       

   ベビーカー用レインカバー（星柄） 
 1枚  1,219円  （税込1,317円） 

   next»未定   123251

3週後配達

      

            

   ぱんちょお天気しましま90cm 
 1セット  3,200円  （税込3,456円） 

   next»未定   123269

3週後配達

      

            

   ぱんちょお天気しましま100cm 
 1セット  3,200円  （税込3,456円） 

   next»未定   123277

3週後配達

      

   ぱんちょオハナからフルーツ90cm 
 1セット  3,200円  （税込3,456円） 

   next»未定   123226

3週後配達

      

            

   ぱんちょオハナからフルーツ100cm 
 1セット  3,200円  （税込3,456円） 

   next»未定   123242
   ＜共通＞サッとはおれるポンチョにレインパンツが付きました。
  ●重量：約142g ●材質：ポリエステル ●生産国：中国 ●メー
カー：ダッドウェイ ※ほかの物と分けて洗ってください。塩素系漂
白剤は使用しないでください。柔軟剤は使用しないでください。
タンブラー乾燥は避け、日陰で吊り干しにしてください。安全のた
め着用したまま、自転車を運転させないでください。       

   急な雨からベビーをガード！ 抱っこにも！ 携帯に便利な収納ポーチ付き。  ●サイズ：約
縦62×横80cm（フード・クリップ・ゴムベルト除く） ●重量：約87g ●材質：ポリエステル
100% ●セット内容：本体×1、収納ポーチ×1 ●生産国：中国 ●メーカー：（株）コジット 
※完全防水ではありません。着用したまま自転車やオートバイに乗らないでください。       

      

   2wayベビーレインケット 
 1セット  1,410円  （税込1,523円） 

   next»未定   123234

   ベビーカー用虫よけカバーです。ベビーカー全体をおおうので、虫がベビーカーの中に入りにくくなりま
す。  ●サイズ：約110×85cm ●重量：約92g ●材質：生地／ポリエステル フック／ポリプロピレン ゴム
／ポリイソプレン ●生産国：中国 ●メーカー：サンコー ※機種によっては使用できない場合があります。       

      

   日よけ虫よけネット 
 1枚  1,060円  （税込1,145円） 

   next»未定   123285
      

   天然ユーカリ精油から抽出した芳香成分などで、虫を近くに寄り付きにくくする虫よけシールです。
  ●サイズ：約径3.6cm（1枚） ●成分：ユーカリ精油、シトロネラ精油、ユーカリ香料、プロピレングリコー
ル、メチルパラベン、マイクロカプセル ●生産国：日本 ●メーカー：長良化学工業（株） ※直接肌に貼
らないでください。効果は使用環境により異なります。革製品および合成皮革には使用できません。       

   貼る！虫よけシール 
 24枚入  468円  （税込505円） 

   next»未定   123293

      

   天然の濃縮ヨモギエキス末（保湿剤）配
合、ベタつかずサラッとした使いごこちの
ローションです。  ●成分：水、グリセリン、
BG、DPG、カルボマー、ヨモギ葉エキス、
メチルパラベン、PEG-60水添ヒマシ油、
クエン酸Na、水酸化K、ポリクオタニウム
-51、クエン酸、アルカリゲネス産生多糖
体 ●生産国：日本       

   プイプイ
スキンケアローション 

mm

 150ml  1,080円  （税込1,166円） 

   next»未定   123307

      

   デリケート肌&ベビー向け。パラベン不使用。  ●成
分：水、グリセリン、カリ石ケン素地、ホホバ油、マカデミ
アナッツ油、スクワラン、ハイブリッドヒマワリ油、トレ
ハロース、ローズマリー葉エキス、キサンタンガム、トコ
フェロール、ヒノキチオール、エタノール ●生産国：日本       

   パックスベビーボディークリーム 
 50g  600円  （税込648円） 

   next»未定   123315

30年愛される

      

   さらっと軽い使用感の海洋性スクワラン
100%。かさついた肌や髪のケアに。家族
みんなで全身に使えます。パラベン不使用。
  ●成分：スクワラン100% ●生産国：日本        

   スクワランオイル 
ll

 60ml  1,080円  （税込1,166円） 

   next»未定   123323

紫外線などの刺激を受けている夏の肌。保湿して肌を守りましょう。

パルシステム
オリジナル

赤ちゃんの顔や全身に。
肌なじみがよく、べたつきません。

虫対策

初夏のおでかけは
汗ムレや紫外線、雨など
いろいろと備えが必要。
赤ちゃんとのおでかけに役立つグッズを
対策別に紹介します。

【90cm】
ポンチョ着丈：40cm
パンツ着丈：50cm
ウエスト：～66cmまで

【100cm】
ポンチョ着丈：43.5cm
パンツ着丈：55cm
ウエスト：～70cmまで

＜サイズ＞

子どもの声が
聞きとりやすい、
メッシュタイプの窓。

内側へ折り込んだ
前すそで泥はね防止。

使用例

後ろのひもを
結ぶだけ。

サイド部に
星の模様入り。

レインパンツ＋ポンチョの上下セット。
小雨のおでかけや、突然の雨に活躍！

ベビーカーを丸ごと包んで
虫からガード！

子どもの衣類に貼るだけ！
ハーブのにおいで虫が寄り付きにくい。

使用例

簡単に着脱できる
クリップ付き。

約80cm

約
62
cm

裾めくれ防止用の
ベルト付き。

携帯に便利な
ポーチ付き。

1枚あると便利な撥水加工のレインケット。
2wayで使えるのもうれしい！

フードまわりは
ゴム入りなので、
頭から外れにくい。

濡れたままでも
収納できる
ポーチ付き。

裾にもゴムが入っているので
はね返る雨をしっかりガード。

柄アップ
柄アップ

抱っこひもに
つけて。

ポケットの
面ファスナーを
開けるとフードが
出せます。

雨対策
お天気
しましま

雨対策 A型・B型
兼用タイプ

オハナから
フルーツ

横からも足元
からも、虫が入
りにくい。

洗濯
できます。

丸めてコンパクトになるから
持ち運びに便利。収納袋付き。

A型・B型
兼用タイプ

使用例

シールは
24枚入り。

ベビーカーに

日よけにも
なります。

使用量のめやす(ひとり)
おとな：6～8枚
子ども：5～6枚

●  合成殺虫成分不使用。
●  天然ユーカリ精油配合。

約12時間有効
(1枚で約半径20cm以内に
効果を発揮します。)

※ 子どもに使用する際には、必ず保護者の監視のもとお使いください。肌の弱い方にはパッチテストをおすすめします。耳の下や腕の内側などやわらかい部分につけてから24～48時間様子を見ます。反応が見られた場合は、ご使用をお やめください。　※組合員の声は個人の感想です。商品の効能・効果を証明するものではありません。

保湿力を高めるよもぎ成分を配合。
サラッと肌になじみます。

保湿力を高めるために天然の
よもぎの葉エキスを精製し配合。
皮膚科医による臨床試験を
重ねて誕生しました。

無着色の
自然な
色合い。

繊細な赤ちゃんの肌にも。
オイルとは思えないサラサラ感。

●  純度や安定性が
 高いので保存料は
 不使用です。顔や 
髪、全身の保湿に。

●  植物油のなかでも、とく
に肌なじみがよいマカ
デミアナッツ油を使用。

サラッとして
べたつかない。

しっとり
うるおう。

肌の
ダメージ
対策

使用例

上下セット
です！

ペタッ
と

貼るだ
け♪

砂あそびにも！
パンツは砂あそびのと
きにも大活躍。汚れを
気にせず思いっ
きりあそべます。

6-1 7『yumyum』雑貨の基準：  ①本体部分に塩ビ系材質を使用している商品は扱いません。塩化ビニールをはじめとする塩ビ系材質は燃やすとダイオキシンを発生するものもあると指摘されています。 ②口や食品に触れる部分に、ポリカーボネート、ポリスチレンを使用
している商品は取り扱いません。これらの物質は、環境ホルモンとされる物質の溶出の疑いが指摘されています。（ただし、一部代替え素材がないものもあります。）　※洗濯・台所用洗剤、からだや髪用の洗浄剤については「石けん」をおすすめします。



ゲンキ ネピア 背モレ防止・通気性などおなか周りにこだわって開発しました。

マミーポコ ユニ・チャーム 全面通気性シートを採用。

グーン 大王製紙 「さらさら」機能をアップさせた、快適に過ごせるおむつです。

パンパース P&G 通気性に優れた伸縮素材がおしりをやさしく包み込みます。

メリーズ 花王 デリケートな肌のために、通気性と肌ざわりにこだわりました。

ムーニー ユニ・チャーム 赤ちゃんの成長段階にあわせた工夫！  

オヤスミマン ユニ・チャーム おねしょ専用のパワフル吸収体採用。オヤスミマン

（生産国：日本）

テープ

（生産国：日本）

パンツ

（生産国：日本）

テープ

（生産国：日本）

パンツ

テープ

（生産国：日本）

（生産国：日本）

パンツ

（生産国：日本）

パンツ

（生産国：日本）

テープ

パンツ

（生産国：日本）

パンツ

（生産国：タイ）

パンツ

（生産国：日本）

パンツ

（生産国：日本）

テープ

（生産国：日本）

テープ

（生産国：日本）

夜パンツ

（生産国：日本）

「ポイテック本体」か「にお
い・クルルンポイ本体」を
ご使用ください。

      

   ポイテックとにおい、クルルンポイ専用です。抗菌フィルムでおむつのにお
いをシャットアウト。さわやかなシトラスの香り。  ●サイズ：カセット本体／
約径19.1×高8.1cm カセットフィルム／約幅26.4cm×長21.5m ●重量：
約260g（1個） ●材質：ポリプロピレン、ポリエチレン ●生産国：イギリス ●
メーカー：コンビ（株） ※フィルムを頭にかぶると窒息する恐れがあります。       

   ポイテックカセット 
 3個パック  2,800円  （税込3,024円） 

   next»6月2回   124401

      

   おむつ用ゴミ箱のフタの裏に貼るだけで、消臭、香り、防
虫の3つの効果があります。  ●サイズ：約14.5×9.5×
2.5cm ●材質：容器・ブリスター・封シール／PET ひよこ
シール／PP 両面テープ／PE 単品台紙／紙 ●成分：ケ
イ酸カルシウム、溶剤、香料、ユーカリ精油、植物性消臭剤、
抗菌剤、色素 ●生産国：日本 ●メーカー：（株）ウェ・ルコ       

   ひよこのおむつの消臭剤 
 1個  284円  （税込307円） 

   next»6月3回   124397

      

   1枚でたっぷり拭ける厚手で大判のウェットティッシュ。外出先やアウトド
ア時などにも、サッとふけて便利です。  ●サイズ：約20×30cm（1枚） ●
成分：水、グリセリン、プロパンジーオール、フェノキシエタノール、メチル
バラベン、エチルパラベン ●生産国：日本 ●メーカー：服部製紙（株）※
幼児の手の届く所には置かないでください。お肌に異常が発生した時
は、ただちに使用を中止してください。       

   おでかけウェット 
 20枚入6個組＋2個増量  934円  （税込1,009円） 

   next»未定   124419

      

   抗菌加工で卵型の綿棒。  ●サイズ：約6×6×高さ
8.3cm 軸径／1.5mm 綿球径／4mm 全長／82mm
（1本） ●重量：約42g ●材質：綿、紙軸、（接着剤・成型
剤）ポリビニルアルコール ●生産国：ベトナム ●メー
カー：平和メディク（株）       

   赤ちゃん綿棒ふっくら 
 120本  200円  （税込216円） 

   next»未定   124427

 マミーポコテープ
 各951円  （税込1,027円） 

next»6月2回

123331 M   （6－11kg） 64枚 15円
1枚あたり

123340  L   （9－14kg） 54枚 18円

 マミーポコパンツ
 各951円  （税込1,027円） 

next»6月2回

123358 M   （7－10kg） 58枚 17円
1枚あたり

123366  L   （9－14kg） 44枚 22円

123374  Big   （12－17kg） 38枚 26円

123382  Bigより大   （13－25kg） 28枚 34円

 ムーニー
 各1,260円  （税込1,361円） 

next»6月2回

123391 新生児   （5kgまで） 90枚 14円
1枚あたり

123404  S   （4－8kg） 84枚 15円

123412  M   （6－11kg） 64枚 20円

123421  L   （9－14kg） 54枚 24円

 ムーニーマン
 各1,218円  （税込1,315円） 

next»6月2回

123439 S   （4－8kg） 62枚 20円
1枚あたり

123447  はいはい用   （5－9kg） 58枚 21円

123455  M   （6－10kg） 58枚 21円

123463  男の子L   （9－14kg） 44枚 28円

123471  女の子L   （9－14kg） 44枚 28円

123480  男の子ビッグ   （12－17kg） 38枚 33円

123498  女の子ビッグ   （12－17kg） 38枚 33円

123501  男の子ビッグより大   （13－25kg） 26枚 47円

123510  女の子ビッグより大   （13－25kg） 26枚 47円

 ネピアGenki！パンツ
 各1,130円  （税込1,220円） 

next»6月2回

123528 M   （7－10kg） 58枚 20円
1枚あたり

123536  L   （9－14kg） 44枚 26円

123544  Big   （12－17kg） 38枚 30円

123552  Bigより大   （13－25kg） 26枚 44円

 オヤスミマン
 各1,315円  （税込1,420円） 

next»6月3回

123561 男の子L   （9－14kg） 30枚 44円
1枚あたり

123579  女の子L   （9－14kg） 30枚 44円

123587  男の子Big   （13－25kg） 22枚 60円

123595  女の子Big   （13－25kg） 22枚 60円

 メリーズさらさらエアスルー・テープ
 各1,237円  （税込1,336円） 

next»6月2回

123609 新生児用   （5kgまで） 90枚 14円
1枚あたり

123617  S   （4－8kg） 82枚 16円

123625  M   （6－11kg） 64枚 20円

123633  L   （9－14kg） 54枚 23円

 メリーズパンツ
 各1,219円  （税込1,317円） 

next»6月2回

123641 M   （6－10kg） 58枚 22円
1枚あたり

123650  L   （9－14kg） 44枚 28円

123668  ビッグ   （12－22kg） 38枚 33円

123676  ビッグより大   （15－28kg） 26枚 47円

 パンパーステープスーパージャンボ
 各1,124円  （税込1,214円） 

next»6月2回

123684 新生児   （5kgまで） 90枚 13円
1枚あたり

123692  S   （4－8kg） 82枚 14円

123706  M   （6－11kg） 64枚 18円

123714  L   （9－14kg） 54枚 21円

 パンパースパンツスーパージャンボ
 各1,124円  （税込1,214円） 

next»6月2回

123722 S   （4－8kg） 62枚 19円
1枚あたり

123731  M   （6－10kg） 58枚 20円

123749  L   （9－14kg） 44枚 26円

123757  ビッグ   （12－22kg） 38枚 30円

 グーンはじめての肌着
 各1,190円  （税込1,285円） 

next»6月2回

123765 新生児用   （5kgまで） 90枚 14円
1枚あたり

123773  S   （4－8kg） 84枚 15円

123781  M   （6－11kg） 64枚 19円

123790  L   （9－14kg） 54枚 23円

123803  Big   （12－20kg） 42枚 29円

 グーンスーパーBIGテープ止めタイプ
 1,600円  （税込1,728円） 

next»6月3回

123811    （15－35kg） 28枚 58円
1枚あたり

 グーンやわらかフィットパンツ
 各1,140円  （税込1,231円） 

next»6月2回

123820 S   （5－9kg） 62枚 19円
1枚あたり

123838  M   （7－12kg） 58枚 20円

123846  男の子L   （9－14kg） 44枚 26円

123854  女の子L   （9－14kg） 44枚 26円

 グーンやわらかフィットパンツ
 各1,140円  （税込1,231円） 

next»6月2回

123862 男の子ビッグ   （12－20kg） 38枚 30円
1枚あたり

123871  女の子ビッグ   （12－20kg） 38枚 30円

123889  男の子ビッグより大   （13－25kg） 28枚 41円

123897  女の子ビッグより大   （13－25kg） 28枚 41円

 グーンスーパーBIGパンツタイプ
 1,410円  （税込1,523円） 

next»6月3回

123901    （15－35kg） 14枚 101円
1枚あたり

カセット1個で
約120枚分の
おむつを処理。

ほのかな
香り付き
消臭剤。

赤ちゃんの
小さな耳に合う
スリムサイズ。

厚手でふきやすい。
おとなの手もふける
大判サイズ。 合計

160枚

おむつ・ケアグッズは誌面掲載の写真と異なるデザイン、もしくは増量パックでお届けする場合がございます。サイズと形をよくご確認のうえ、ご注文ください。
1枚あたりの価格は、税抜き価格となっております。 おむつの返品・交換については、お届け後8日以内にご連絡ください。
表示の生産国は製造の都合により変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
パルシステムの商品は転売禁止となっております。利用約款で定めている通り、転売、質入れ等の商行為を目的とした商品の購入はお断りします。

おむつはお届けが便利!!かさばる

0,000
0,000

右記マークの商品
は、同じ注文番号
2点の注文で、1点
あたりの価格が値
引きになります。

おむつの注文数は、おむつのブラ
ンドやサイズにかかわらず、お一人
様2点までとさせていただきます。
なお、3点以上をご注文された場合も、2点
までのお届けとなりますので、ご了承ください。

ケアグッズ


