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や必要なグッズについて、可愛いクマの「ミガクーマ先生」が紹介す

る専用コンテンツです。 

お手入れの基礎知識サイト

https://pigeon.info/babyteeth/

■⽉齢や乳⻭の状況に応じた乳⻭ケア商品の使い分け

に応じて、道具の使い分け

ママやパパが知っているようで知らない、乳⻭ケアの

可愛いクマの「ミガクーマ先生」が紹介す

の基礎知識サイト 

https://pigeon.info/babyteeth/ 

■⽉齢や乳⻭の状況に応じた乳⻭ケア商品の使い分け

使い分けを⾏いましょう。

ケアの基本的な知識

可愛いクマの「ミガクーマ先生」が紹介す

   

 

■⽉齢や乳⻭の状況に応じた乳⻭ケア商品の使い分け 
を⾏いましょう。 

基本的な知識

可愛いクマの「ミガクーマ先生」が紹介す

 



ぷちキッズ

®

 

ジェル状⻭みがき 

いちご味 キシリトール 

いちご味 

ぶどう味 

キシリトール 

ぶどう味 

■ピジョン 親子で乳⻭ケア®シリーズ ラインアップ 
⻭ブラシ・⻭みがき剤の他、その他のタブレット、⻭みがきナップ®も取り揃えています。 

 
＜乳⻭ブラシ・仕上げ専用⻭ブラシ＞ ★印以外は全品パッケージがリニューアルされております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ジェル状⻭みがき＆ぷちキッズ®＞ 全品パッケージがリニューアルされ、パラベンフリーになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

＜タブレット U キシリトールプラス＞ 
 
 
 
 
 
 
 
＜タブレット U キシリトール+フッ素＞          ＜⻭みがきナップ®＞ 
 

 
 
 
 
 
 

仕上げ専⽤⻭ブラシ 

乳⻭ブラシセット 

レッスン段階１ 

NEW 

⻭が生え始める頃から 

NEW 

(★)仕上げみがきセット 

奥⻭が生える頃から 

奥⻭が生える頃から 

レッスン段階３ 

レッスン段階２ 

レッスン段階４ 

乳⻭ブラシ 

⻭が生え始める頃から 

14 包入り 

42 包入り 

NEW NEW 

いちご味 

ヨーグルト味 

ピーチ味 

ピーチ味 

ぶどう味 

アソート 

りんごミックス味(60 粒⼊) ぶどうミックス味(60 粒⼊) ぶどうミックス味(14 粒⼊) 

タブレット U キシリトール＋フッ素 

NEW 


