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For Baby & Mother



■マタニティ プレママ /産前

妊娠線予防クリーム

■ベビー ベビー /産後

搾乳器

搾乳器専用ボトル

■健康
美容 /健康

パルスオキシメーター

ベビースケール

ベビーバス

バスネット

非接触赤外線デジタル温度計

耳赤外線体温計

スヌーザ・ヒーロー



■妊娠線予防クリーム

商品名

容量

成分

使用方法

注意事項

生産国

アンジュ ナチュラルマーククリーム

150g

清潔な手に適量を取り、気になる部分に優しくなじませてください。

・お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
・お肌に合わないときはご使用をおやめください

中国 

メーカー希望小売価格 2,780 円 ( 税込 )

水、ＢＧ、スクワラン、グリセリン、ペンチレングリコール、トリ（カプリル酸／カプリ
ン酸）グリセリル、ベヘニルアルコール、オリーブ果実油、キサンタンガム、フェノキ
シエタノール、タウリン、リシンＨＣｌ、グルタミン酸、グリシン、ロイシン、ヒスチ
ジンＨＣｌ、セリン、バリン、アスパラギン酸Ｎａ、トレオニン、アラニン、イソロイシン、
アラントイン、フェニルアラニン、アルギニン、プロリン、チロシン、イノシン酸２Ｎａ、
グアニル酸２Ｎａ、黒砂糖エキス、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸、
グリチルリチン酸２Ｋ、アルガニアスピノサ核油、シア脂、トコフェロール、アボカド油、
ゴマ油、カルボマー、水酸化Ｋ、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸Ｎａ、ユズ果実エキス、
ツボクサエキス、オウゴン根エキス、イタドリ根エキス、カンゾウ根エキス、チャ葉エキス、
ローズマリー葉エキス、カミツレ花エキス、シソ葉エキス、加水分解エラスチン



■さく乳器

商品名

セット内容

サイズ

素材

アンジュ さく乳器　手動タイプ

シリコン、ポリプロピレン

生産国 Made in PRC

重量約 190g　高さ約 210mm×幅 53mm×奥行 20mm
【フィットカバー直径】80mm
【哺乳びん容量】125ml

メーカー希望小売価格 3,580 円 ( 税込 )

手動タイプ

本体、上部カバー、吸引カバー、吸引力調節弁、防塵カバー、フィッ
トカバー、ハンドル、密封リング、シリコン弁、ボトル連続パーツ、
哺乳びん、ボトルスタンド、乳首カバー、乳首、取扱説明書 

商品名

セット内容

サイズ

素材

アンジュ さく乳器　電動タイプ

シリコン、ポリプロピレン、ABS 樹脂 ( 電動部 )

本製品取扱説明書に記載

重量約 279g( 電動部込 )　高さ約 210mm×幅 60mm×奥行 23mm
【フィットカバー直径】83mm
【哺乳びん容量】120ml

メーカー希望小売価格 5,980 円 ( 税込 )

使用方法

本製品取扱説明書に記載使用上の注意

購入後 6ヶ月以内。
自然故障の場合に限り、修理もしくは交換いたします。保証期間

電動タイプ

本体、電動部、逆流防止カバー、防塵カバー、フィットカバー、
密封リング、シリコン弁、哺乳びん、ボトルスタンド、乳首カバー
乳首、ACアダプター、電池ケース、取扱説明書 　

生産国 Made in PRC

本製品取扱説明書に記載使用方法

本製品取扱説明書に記載使用上の注意

購入後 6ヶ月以内。
自然故障の場合に限り、修理もしくは交換いたします。保証期間



■アンジュ 母乳保存ボトルセット

商品名

サイズ

アンジュ 母乳保存ボトルセット

セット内容 母乳保存ボトル×３（180ml・150ml・120ml） 

【180ml】高さ 100mm×直径 45mm
【150ml】高さ 90mm×直径 45mm
【120ml】高さ 85mm×直径 45mm

メーカー希望小売価格 2,480 円 ( 税込 )

素　材 ポリプロピレン 

消毒方法 煮沸：○　電子レンジ：○　薬液：○

対応温度 110℃まで

使用上の注意

※冷凍保存には使用できません。
※ 初回使用時と使用後は十分に洗浄したのち、必ず消毒をしてく
　ださい。
※ 洗浄には専用のブラシ等を使用してください。硬めのブラシで
　みがくとキズがつくことがあります。
※ シンナー、ベンジン、アルコールなどでは拭かないでください。
※ 火のそばに置かないでください。変形、破損のおそれがあります。

生産国 中国

備　考
※商品の仕様外観は改良のため予告なしに変更する事がございます。
※お客様のご覧になられますパソコン機器及びモニタなどの違い、
　また室内、室外での撮影により 実際の商品素材の色と相違する
　場合もありますのでご了承下さい。



■ベビースケール

商品名 アンジュ デジタルベビースケール

メーカー希望小売価格 6,980 円 ( 税込 )

サイズ 650×410×90mm　重量 2.4kg

最大測定範囲 20kg 最小測定重量 0.1kg

分度 5g

重量精度 10Kg±5D 20Kg±9D

使用上の注意 本製品取扱説明書に記載

生産国 中国

単位切替 Kg/Lb

メジャー機能 最大 150cm 稼働適温 0℃～ 40℃

湿度 =<90% RH 電源 単三アルカリ電池×4本

自動OFF 機能 無操作 60 秒経過で
自動OFF 音楽再生機能 35 曲プリインストール

済み



■ベビーバス

商品名

生産国 中国

メーカー希望小売価格 5,480 円 ( 税込 )

主材質

Mサイズ

Lサイズ

本製品取扱説明書に記載使用方法

本製品取扱説明書に記載使用上の注意

幅 48cm×奥行 81cm×高さ 23cm
折りたたみ時の厚さ：6cm　重量：2.7kgサイズ

樹脂部 ( 白色 ) ／ポリプロピレン、樹脂部 ( 色付 ) ／エラストマー 

アンジュ　折り畳み式ベビーバ ス　Mサイズ

商品名

生産国 中国

メーカー希望小売価格 6,480 円 ( 税込 )

主材質

本製品取扱説明書に記載使用方法

本製品取扱説明書に記載使用上の注意

幅 60cm×奥行 93cm×高さ 25.5cm
折りたたみ時の厚さ：7cm　重量：3.9kg サイズ

樹脂部 ( 白色 ) ／ポリプロピレン、樹脂部 ( 色付 ) ／エラストマー 

アンジュ　折り畳み式ベビーバ ス　Lサイズ



■ベビーバスネット

商品名 ベビーバスネット

メーカー希望小売価格 1,980 円 ( 税込 )

サイズ アンジュベビーバスM/L サイズに対応

生産国 中国



■非接触赤外線デジタル温度計

商品名

使用条件

サイズ

アンジュ 非接触赤外線デジタル温度計

70×45×150mm（L×W×H）

気温：10℃～40℃
温度：85%以下
電力：DC3V（単四乾電池）50mw以下

メーカー希望小売価格 3,240 円 ( 税込 )

内容物 本体、日本語取扱説明書、単四電池 2本、携帯用ポーチ

98g（77g/ 電池抜き）重　量

本製品取扱説明書に記載

0.1℃/0.1F

0℃～100℃（32.0℃　F～212.0℃　F）

50mw以下

標準温度：±0.3℃以内

±0.2℃以下

1秒以内

30mm～50mm

30 秒

20 回分

中国

使用上の注意

精度

測定範囲

電力消費量

測定誤差

測定反復

測定時間

距離

自動オフ時間

履歴保持

製造地



■耳赤外線体温計

メーカー希望小売価格 6,480 円 ( 税込 )

販売名

類別

一般的名称

医療機器の種類

医療機器認証番号

体温測定部位

検温方式

表示温度方式

最小表示単位

測定範囲

最大許容誤差

使用環境

保管環境

電源

電流

消費電力

検温時間

オートパワーオフ

測定温度記録機能

寸法

重量

[ 額温度測定モード ]

温度測定部位

表示温度方式

測定範囲

最大許容誤差

製造地

耳赤外線体温計 JPD-FR シリーズ（モデル：JPD-FR100+）

機械器具 16  体温計

耳赤外線体温計 (17887000)

管理医療機器

228AFBZX00002000

耳

赤外線

実測温度

0.1℃

0.0℃～ 100.0℃

±0.2℃（32.0℃～ 42.2℃）

±0.3℃（上記以外の測定範囲）

周囲温度 10℃～ 40℃

相対湿度 15%～ 85%（結露無きこと）

周囲温度 －10℃～ 50℃

相対湿度 95%以下（結露無きこと）

DC 3V（1.5V、単 4形アルカリ乾電池×2本使用）

<20mA

<60mW

約 1秒

約 10 秒

最大 20 回

長さ 150×厚さ 40×幅 38mm

85.0g（乾電池を含む）

額（体温を測定する機能ではありません。

額表面の参考温度を測定するための機能である）

実測温度

32.0℃～ 42.2℃

±0.2℃（32.0℃～ 42.2℃）

中国



■パルスオキシメータ 500D

商品名 パルスオキシメータ JPD-500 シリーズ（モデル：JPD-500D）

種類 機械器具 21　内蔵機能検査用器具

メーカー希望小売価格 14,040 円 ( 税込 )

一般名称 パルスオキシメータ (17148010)

医療機器の種類 管理医療機器／特定保守管理医療機器

医療機器認証番号 228AFBZX00001000

寸法・重量 長さ 62.2×幅 37.0×高さ 33.1mm、約 42.5g( 乾電池を含む )

電源 アルカリ乾電池 (1.5V、単 4形×2本使用 )

電圧 DC3V

電流 35mA

測定光の波長 赤色光：660nm±3nm／赤外光：905nm±5nm

測定光の出力 赤外光：Max. 1.2mW

オートパワーオフ 約 10 秒

酸素飽和度 (Sp02) 測定精度 ±2％(70%～100%)　必要条件：69%以下でないこと

酸素飽和度 (Sp02) 測定範囲 35%～100%

脈拍数測定精度 ±2bpm(25bpm～250bpm)

脈拍数測定範囲 25bpm～250bpm

灌流指数 (PI) 測定精度 ±0.1%

灌流指数 (PI) 測定範囲 0.0%～20.0%

生産国 中国

商品区分 管理医療機器 /特定保守管理医療機器

付属品 本体、単 4 アルカリ電池 ×2、ポーチ、ストラップ、
取扱説明書

保証について 購入日より 6か月保障
※初期不良の送料ついて
・商品到着後 1週間以内のものに関しては初期不良と
　して送料弊社負担。
・商品到着後 8日以降のものに関しては送料はお客様
　負担とさせて頂きます。



■パルスオキシメータ 500F

商品名 パルスオキシメータ JPD-500 シリーズ（モデル：JPD-500F）

種類 機械器具 21　内蔵機能検査用器具

メーカー希望小売価格 16,200 円 ( 税込 )

一般名称 パルスオキシメータ (17148010)

医療機器の種類 管理医療機器／特定保守管理医療機器

医療機器認証番号 228AFBZX00001000

寸法・重量 長さ 62.2×幅 37.0×高さ 33.1mm、約 42.5g（乾電池を含む )

電源 アルカリ乾電池 (1.5V、単 4形×2本使用 )

電圧 DC3V

電流 35mA

測定光の波長 赤色光：660nm±3nm／赤外光：905nm±5nm

測定光の出力 赤外光：Max. 1.2mW

オートパワーオフ 約 10 秒

酸素飽和度 (Sp02) 測定精度 ±2％(70%～100%)　必要条件：69%以下でないこと

酸素飽和度 (Sp02) 測定範囲 35%～100%

脈拍数測定精度 ±2bpm(25bpm～250bpm)

脈拍数測定範囲 25bpm～250bpm

灌流指数 (PI) 測定精度 ±0.1%

灌流指数 (PI) 測定範囲 0.0%～20.0%

生産国 中国

商品区分 管理医療機器 /特定保守管理医療機器

付属品 本体、単 4 アルカリ電池 ×2、ポーチ、ストラップ、
取扱説明書、ＡＰＰ使用ガイド

保証について 購入日より 6か月保障
※初期不良の送料ついて
・商品到着後 1週間以内のものに関しては初期不良と
　して送料弊社負担。
・商品到着後 8日以降のものに関しては送料はお客様
　負担とさせて頂きます。



■スヌーザ・ヒーロー

商品名 体動センサ SNH-01

医療機器の種類 一般医療機器

メーカー希望小売価格 15,000 円 ( 税込 )

一般名称 スヌーザ・ヒーロー

届出番号 13B1X10140016200

寸法・重量 約 縦 7cm× 横 4.5cm× 奥行き 2.5cm、約 31g

電 源 CR2 電池

アラーム音量 85dBm

定格電源電圧 DC3V

消費電圧 ３V

消費電力 <100μW



会社概要

会社名 株式会社ちゃいなび

住所 〒210-0002
神奈川県川崎市川崎区榎町 1-1　川崎センタービル 301

電話 044-276-8741

FAX 044-276-8742


