
ジャフパ通信販売の
ご案内

<性交痛の緩和に…>
●リューブゼリーシリーズ
　▶リューブゼリー＜55g＞
　▶リューブゼリー＜110g＞
　▶リューブゼリーデリケートイン
　▶リューブゼリー分包タイプ
　▶リューブゼリープレミアム
　▶リューブゼリーホット
<デリケートゾーンの潤い不足に…>
●メノケアモイストゼリー

<マスターベーションのサポートに…>
●ドクターG セルフケアジェル

ヘルスケア
用品

ヘルスケア
用品

●ヤングメモリー
●レディースメモリー
●BBTメモリー
●ブレストケアノート
●点字版母子健康手帳
●中高年女性健康教育マニュアル（CD-ROM）

書 籍書 籍

●誤飲チェッカー備 品備 品

●自分と相手を大切にするって？
　～えんみちゃんからのメッセージ～
●ドクター北村が熱く語る 避妊と性感染症予防

DVDDVD

※ご案内の商品の仕様、価格、品名等は予告なく変更、もしくは取り扱いが中止になる場合がございます
※商品の価格は、2020年3月現在のものです

第9回キッズデザイン賞
キッズデザイン協議会会長賞を

 受賞しました

第9回キッズデザイン賞
キッズデザイン協議会会長賞を

 受賞しました

Topics リューブゼリーとメノケアモイストゼリーの違いとは？

通信販売お申し込み方法のご案内はこちら



リューブゼリーシリーズヘルスケア用品ヘルスケア用品

●性交痛を感じる方に…　●産後の夫婦生活再開のきっかけに…　●デリケートゾーンの潤い不足に…

一般社団法人日本家族計画協会医学委員会が日本で初めて開発した、性交痛をやわらげるための専用ゼリー
リューブゼリーは、
「ピンクリボン運動」
を支援しています。    　 原因はホルモンバランスの乱れで起こる産後や更年期の潤い不足
デリケートゾーンの潤い不足は更年期症状のひとつです。更年期を迎えた女性の多くが性交痛に悩んでいるといわれています。また、産後や
ストレス、無理なダイエットによるホルモンバランスの乱れによっても潤いが不足します。

※使用後満足度調査より

使って満足

 94％

1982年の発売以来、
1,000万人以上に愛用されています！

デリケートゾーンの潤い不足により、性交時の不快感や痛みに悩んだ
り、痛みに対する不安をもつ女性は少なくありません。このような悩み
を持つ女性のために、リューブゼリーは開発されました。

● 無臭・無色透明　● 殺菌処理済み
● 自然な滑らかさで、さらっとした使い心地
● 水溶性なので、水またはぬるま湯で簡単に洗い流せます
● ラテックス製、ウレタン製コンドームと一緒にお使いいただけます
● 皮ふアレルギーテスト済み
　  ＊ ただしすべての人にアレルギーが起きないというわけではありません

成分 ： 水・グリセリン・PG・親水性ポリマー・pH調整剤・パラベン
※避妊の目的には使えません 製造販売：ジェクス株式会社

愛されて
35年！

日本初の水溶性
潤滑ゼリーです

■定価：1,100円（税抜価格1,000円）
■内容量：１箱6ｇ×4本入り

リューブゼリー 
デリケートイン

020042

ゼリーを触らずに塗布できる使いきりタイプ

●必要に応じて無駄なく使用できるディスポー
ザブルタイプ

●１本ずつビニル包装されているので、清潔で
携帯にも便利です

■定価：1,980円（税抜価格1,800円）
■内容量：１箱110ｇ×１本入り

リューブゼリー
〈１１０ｇ〉

020027

110ｇ入りお徳用

●110gの大容量タイプ
●片手でも開閉できるヒンジキャップ

■定価：1,100円（税抜価格1,000円）
■内容量：１箱55ｇ×１本入り

リューブゼリー
〈５５ｇ〉

020026

定番のスタンダードタイプ

●片手でも開閉できるヒンジキャップ

■定価：1,100円（税抜価格1,000円）
■内容量：1箱55ｇ×1本入り

リューブゼリー
ホット

020039

ゼリー特有の冷たさをやわらげる温感タイプのゼリー

●とろりと滑らかに広がる温感タイプのゼリー
です

※本品は水分に反応して
温かくなりますが、ご
くまれに刺激に感じら
れる場合があります。
反応は個人や、その
ときの体調によっても
異なりますので、少量
ずつお試しください

■定価：1,650円（税抜価格1,500円）
■内容量：１箱55ｇ×1本入り

リューブゼリー
プレミアム

020025

ヒアルロン酸Ｎａ･コラーゲン配合により
潤滑効果と保湿性を高めました

●滑りやすさと潤滑持続時間をさらに向上させ
ました

■定価：660円（税抜価格600円）
■内容量：１箱5ｇ×5包入り

リューブゼリー
分包タイプ

020019

携帯に便利な使いきり5パック入り

●１回分ごとにパックされています
●必要に応じて無駄なく衛生的にご使用いただ
けます

① ソフトタッチノズル
丸い形、ソフトな素材
でデリケートな部分に
やさしくフィット。

② ワンプッシュ容器
指で押さえるだけで手
を汚さずにそのまま塗
布できます。



ヘルスケア用品ヘルスケア用品

■定価：1,100円（税抜価格1,000円）　■内容量：１箱55ｇ×１本入り

メノケアモイストゼリー

産婦人科医の提案によって日本で初めて開発された、
女性のデリケートゾーン専用保湿ゼリー

● デリケートゾーン用の水溶性保湿液 　　※避妊の目的には使えません
● 高い保湿力を備え、長時間潤いが持続します
● 無香料・無着色、パラベン無添加
● 本来の腟内ｐHに合わせた弱酸性

デリケートゾーンの乾燥による“つらい不快感”のケアに･･･
「外陰部が乾燥して不快感がある…」という悩みを抱えた女性は少なく
ありません。そんな方には、日本で初めて開発されたデリケートゾーン
向け保湿液、メノケアモイストゼリーがおすすめです。

020080

ドクターＧ セルフケアジェル
■定価：1,320円（税抜価格1,200円）　■内容量：１箱100ｇ×１本入り

●適度な滑らかさでリアルな感触が得られます
●肌にやさしいさらっとした水溶性ゼリー
●べとつかず糸引きが少ないので
　扱いやすい
●ふき取り、洗浄が簡単

●無色透明
●コンドーム･粘膜用ゼリーと同等の
　安全性評価実施
●片手での利便性から、
　ヒンジキャップ採用の容器入り

020090

デリケートゾーンを安全に保ち、強い摩擦や刺激でも
トラブルなく安心して使用できる、日本で初めて開発された

マスターベーション専用ゼリー！

化粧品

製造販売：ジェクス株式会社

★どちらの商品も、デリケートゾーンの潤い不足を緩和するために作られた商品ですが、それぞれ特長が異な
ります。

　　 性交時の潤い不足 　・・・リューブゼリーがおすすめです。自然な滑らかさで、さらっとした使い心地です。
コンドームと一緒に使用でき、使用後は水やぬるま湯で簡単に洗い流せます。

　 日常生活での潤い不足 ・・・メノケアモイストゼリーがおすすめです。保湿力が高く、長時間潤いが持続します。
日常生活で気になる、腟やその周辺部分の乾燥による不快感を和らげます。

　お悩みの方は、シーンや用途に合わせて使い分けてください。

Topics ■リューブゼリーとメノケアモイストゼリーの違いとは？

●日常生活でのデリケートゾーンの潤い不足に

製造販売：ジェクス株式会社



書 籍書 籍

■定価：550円（税抜価格500円）　■Ａ5判・40ページ／オールカラー
■監修：一般社団法人日本家族計画協会クリニック所長
　　　 北村邦夫

■定価：550円（税抜価格500円）　■Ａ5判・32ページ／オールカラー
■監修：一般社団法人日本家族計画協会クリニック所長
　　　 北村邦夫

■定価：550円（税抜価格500円）　■A5判・64ページ／オールカラー
■監修：一般社団法人日本家族計画協会クリニック所長
　　　 北村邦夫

内　容
第１章
女性のからだと女性ホルモン
第２章
更年期と健康
第３章
定期的に検診を受けよう
第４章
中高年期をいきいき過ごす
第５章
更年期障害の治療
第６章
気になる女性の病気※点字版母子健康手帳の発行は　　だけです

高校生以上のための月経記録手帳 9年間記録可能

月経周期は、基礎体温とともに女性の健康のバ
ロメーターといわれます。この記録手帳は、美し
いイラストと月経に関する知識が満載で、9年
分の月経周期の記録が楽しく付けられます。

ヤングメモリー090038 レディースメモリー090039 BBTメモリー090031

小・中学生のための月経記録手帳 7年間記録可能

1976年の発売以来、改訂を重ねて愛され続
けてきたヤングメモリーは、7年分の月経周期
を楽しく記録することができ、知らず知らずのう
ちに自分の体に関する知識が身に付きます。母
から娘へのプレゼントとしても最適です。

■定価：3,300円（税抜価格3,000円）　■仕様：CD-ROM
■監修：小山嵩夫クリニック院長　小山嵩夫

女性の加齢による変化や特有の疾病などにつ
いて、図表やデータ、チェックリストなどをスラ
イドにし、視覚的に解説できるCD-ROMです。
医師はもちろん、コメディカルの方々の指導
ツールとしてもご活用いただけます。
「メノポーズカウンセラー」受験用教材にも指定
されています。

090244

基礎体温の記録手帳

女性にとって基礎体温を知っておくことは基本
中の基本。体温の測り方・読み方、ホルモンの変
化、BBTの活用法などについて、ポイントが図
やイラストで解説されています。約３年分の記
録ノートもついています。

■定価：10,450円（税抜価格9,500円）
■本文298ページ（予定）／特製バインダー製
　（280×250×54mm／4穴／箔押し・点字印字）

点字版
母子健康手帳

中高年女性
健康教育マニュアル

140008

●日本家族計画協会発行の母子健康手帳の
　点字版です
●省令ページと任意ページを掲載
●体裁は変更になる場合があります

こちらの出版物は、全国の書店でお取り寄せいただけます。店頭にて、お取り寄せをご依頼ください。
★取次会社を経由するため、約2～3週間かかる場合がございます。
★「点字版母子健康手帳」及び「中高年女性健康教育マニュアル」は直接本会にお申し込みください。 
   代引きにてご購入いただけます。

本会の書籍は東京官書普及株式会社（通称「東京官報」）扱いとなります。発注の際は東京官報へお願い致します。

― 東京官書普及株式会社 ―
電話：03-3292-2671　　FAX：03-3292-6275

書店さまへ

こちらのページに掲載の書籍は書店でもご注文いただけます
（「点字版母子健康手帳」・「中高年女性健康教育マニュアル」は除く）

〈指導者向け〉

■定価：330円（税抜価格300円）　■A5判・64ページ／オールカラー
■著者：乳房健康研究会副理事長／ピンクリボンブレストケアクリニック表参道
 院長　島田菜穂子

毎年増えている乳がんは、壮年層女性のがん死
亡原因のトップとなっていますが、早期であれ
ば95％以上が治癒しています。早期発見のた
めに、月に一度、あなた自身で乳房チェックを始
めましょう。このノートは、ブレスト（乳房）ケアの
方法、乳房の病気、Q&Aなどの情報を盛り込ん
だ、3年分の記録帳です。

ブレストケアノート090121



■定価：550円（税抜価格500円）　■1個入り　■透明アクリル製

■定価：4,180円（税抜価格3,800円）　
■定価：13,200円（税抜価格12,000円）　
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