ポン・デ・ライオン キッズマグ使用上の注意
ご使用の前には必ず「使用上の注意」をよく読んでから使用してください。
本品はプラスチックコップです。それ以外の用途には使用しないでください。
この「使用上の注意」は読んだ後、大切に保管してください。

注

意

保護者の方へ、必ずお読みください。

使用になる前に

絵柄の部分に油脂などが付着した状態で使用すると、絵柄がはが

使用前に本体に変形やひび割れ、破損などがないか確かめてくだ
さい。万一不具合があった場合には使用しないで問い合わせ先ま
で連絡してください。
材質の特性上、多少においのする場合がありますが、品質上問題
はありません。
最 初 に使 用 する前 に食 器 用 洗 剤 をスポンジにつけてよく洗 って
ください。
外 装 用 の袋 は、乳 幼 児 や小 さなお子 さまにとって窒 息 などの危
険がともないます。使用後は、各自治体の分別方法に従って処分
してください。

使用について
冷凍庫・電子レンジでの使用はできません。

れることがあります。

保管および手入れについて
食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
使 用 後 は食 器 用 洗 剤 を使 用 し、柔 らかいスポンジなどで洗 い、
よく洗 い流 してください。硬 い面 で洗 うとプリントが剥 がれる
恐れがあります。
塩素系漂白剤・アルカリ性洗剤やスチールタワシ、みがき粉など
は使用しないでください。キズの原因となります。
煮沸消毒はしないでください。
洗 ったあとはよく水 気 を拭 き取 って、乾 燥 させてから収 納 して
ください。
廃棄の際には、各自治体の分別方法に従ってください。

火のそばや、ストーブの上には置かないでください。
直火、オーブン及びグリルでの使用はしないでください。

品質表示 ポリプロピレン 耐熱温度 120℃ 耐冷温度−20℃ 容量 250ml

2022.03.16
たい しょう ねん れい

供給元
販売元
供給元
販売元
株式会社 山根商店
株式会社
株式会社 山根商店
株式会社
〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-1-19
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-33
〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-1-19
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-33
お問い合わせは
お問い合わせは
ミスタードーナツ お客さまセンター 0120-112-020
ミスタードーナツ お客さまセンター 0120-112-020
受付時間 9:00〜17:00
（日曜は除く）
受付時間 9:00〜17:00
（日曜は除く）

さい い じょう
さい い じょう

対象年齢
対象年齢33歳以上
歳以上
たい しょう ねん れい

黒＋白

キッズマグ
（ポン・デ・ライオン）
2206
キッズマグ
（ポン・デ・ライオン）
2206
原材料流通コード:17638901
原材料流通コード:17638901

MADE IN JAPAN
MADE IN JAPAN

袋：PP
袋：PP

黄
マグ
黄 墨
墨 マグ
作成日
：2021.10.21
作成日
：2021.10.21
修正日
：2018.06.12
修正日：2018.06.12
修正日
：2018.06.25
修正日
：2018.06.25
修正日
：2018.07.03
修正日
：2018.07.03
修正日
：2018.07.04
修正日：2018.07.04

これは管理用のコードです。
これは管理用のコードです。

作成日：2021.10.21
修正日：2021.12.23
修正日：2022.01.05
修正日：2022.03.16
修正日：2022.03.29

ミスタードーナツ キッズマグ使用上の注意
ご使用の前には必ず「使用上の注意」をよく読んでから使用してください。
本品はプラスチックコップです。それ以外の用途には使用しないでください。
この「使用上の注意」は読んだ後、大切に保管してください。

注

意

保護者の方へ、必ずお読みください。

使用になる前に

絵柄の部分に油脂などが付着した状態で使用すると、絵柄がはが

使用前に本体に変形やひび割れ、破損などがないか確かめてくだ
さい。万一不具合があった場合には使用しないで問い合わせ先ま
で連絡してください。
材質の特性上、多少においのする場合がありますが、品質上問題
はありません。
最 初 に使 用 する前 に食 器 用 洗 剤 をスポンジにつけてよく洗 って
ください。
外 装 用 の袋 は、乳 幼 児 や小 さなお子 さまにとって窒 息 などの危
険がともないます。使用後は、各自治体の分別方法に従って処分
してください。

使用について
冷凍庫・電子レンジでの使用はできません。

れることがあります。

保管および手入れについて
食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
使 用 後 は食 器 用 洗 剤 を使 用 し、柔 らかいスポンジなどで洗 い、
よく洗 い流 してください。硬 い面 で洗 うとプリントが剥 がれる
恐れがあります。
塩素系漂白剤・アルカリ性洗剤やスチールタワシ、みがき粉など
は使用しないでください。キズの原因となります。
煮沸消毒はしないでください。
洗 ったあとはよく水 気 を拭 き取 って、乾 燥 させてから収 納 して
ください。
廃棄の際には、各自治体の分別方法に従ってください。

火のそばや、ストーブの上には置かないでください。
直火、オーブン及びグリルでの使用はしないでください。

品質表示 ポリプロピレン 耐熱温度 120℃ 耐冷温度−20℃ 容量 250ml

2022.03.16
たい しょう ねん れい

供給元
販売元
供給元
販売元
株式会社 山根商店
株式会社
株式会社 山根商店
株式会社
〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-1-19
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-33
〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-1-19
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-33
お問い合わせは
お問い合わせは
ミスタードーナツ お客さまセンター 0120-112-020
ミスタードーナツ お客さまセンター 0120-112-020
受付時間 9:00〜17:00
（日曜は除く）
受付時間 9:00〜17:00
（日曜は除く）

さい い じょう
さい い じょう

対象年齢
対象年齢33歳以上
歳以上
たい しょう ねん れい

黒＋白

キッズマグ
（ミスタードーナツ）
2206
キッズマグ
（ミスタードーナツ）
2206
原材料流通コード:17639001
原材料流通コード:17639001

MADE IN JAPAN
MADE IN JAPAN

袋：PP
袋：PP

白
マグ
白 墨
墨 マグ
作成日
：2021.10.21
作成日
：2021.10.21
修正日
：2018.06.12
修正日：2018.06.12
修正日
：2018.06.25
修正日
：2018.06.25
修正日
：2018.07.03
修正日
：2018.07.03
修正日
：2018.07.04
修正日：2018.07.04

これは管理用のコードです。
これは管理用のコードです。

作成日：2021.10.21
修正日：2021.12.23
修正日：2022.01.05
修正日：2022.03.16
修正日：2022.03.29

