
おめでとうございます！持続可能な生理用品
と出会われました。ご賛同いただきありがと
うございます。

この新しいルビーカップは、健康的で持続可
能な生理用品です。大切に使っていただけれ
ば、10年間持ちます。この新しいルビーカッ
プをご利用いただくことで、地球をサポート
できるだけではなく、安全な生理用品を入手
できない女性たちが、この人生を変える製品
を手に入れるためのサポートにも繋がります。

ルビーカップは、便利で再利用可能な医療グ
レードのシリコンで作られたプレミアム品質
の健康的な生理用品です。正しくケアすれば、
最長 10年間ご利用いただけます。2種類のサ
イズがあり、子宮頸管の位置や月経液の量に
基づきお選びいただけます。コンセプトはシ
ンプルです。ルビーカップは、生理用ナプキ
ンやタンポンとは違い、月経液を吸収しませ
ん。経血を溜め、いっぱいになったらカップ
を取り外して空にして洗い、再び装着するだ
けです。

仕組み

生理中にルビーカップを膣内の子宮頸部の真
下に装着すると、カップ内に月経液（経血や
細胞の破片）が溜まります。ルビーカップは
柔らかいシリコン製で、折りたたんで装着し
ます。カップは装着されると、開いて膣壁に
密着し、経血の漏れを防ぎます。カップが完
全に膣内にあり、ステムが膣口の近くになけ
ればなりません。カップは経血の量によりま
すが、4〜 8時間体液を溜められます。カッ
プがいっぱいになるか、8時間経過したら、カッ
プを取り外して空にし、水洗いして再び装着
します。

初めて使用する際や生理が終わるたびに、ま
たは不衛生な面に接触した場合は、使用する
前に必ずカップを 2、3分煮沸消毒してくださ
い。

初めて使用する前に

•	ルビーカップは無菌状態ではないため、初
めて使用する前に 2、3分煮沸消毒してく
ださい。

•	100aC/212aF の熱湯で煮沸消毒してくだ
さい。

•	鍋またはルビークリーンを利用してくださ
い。	

•	カップが完全に水に浸り、鍋の底に触れな
いようにしてください。

•	ルビーカップを使用する前に手を洗ってく
ださい。

はじめに

人によっては、ルビーカップを使い慣れるま
でに少し時間がかかる場合もあるので、根気
よくお付き合いください。試行錯誤するのは、
ごく当たり前なことです。すぐにその使い勝
手の良さと快適さを気に入っていただけるで
しょう。

装着

1.	カップを装着する前に必ず手を石鹸でしっ
かり洗ってください。

2.	装着する前に、カップを折りたたむ必要が
あります。折りたたみ方には 3種類あります。
各方法で試行錯誤しながら、自分に最適な方
法を見つけてください。

						C フォールド

								パンチダウンフォールド
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•	Cフォールド :	カップの壁を押しつぶし、C
字型に折ります。

•	パンチダウンフォールド :	カップの壁の一
面を底に押し込み、カップを三角の形にし
ます。

•	7フォールド :	カップの壁を押しつぶして
上部に角を一つ作り、カップを 7の形にし
ます。

3.	カップを折りたたんだら、装着するための
適切な姿勢を見つけましょう。しゃがんだり、
片足で立ったり、座ったりしてみてください。

•	まず、リムを使ってルビーカップをゆっく
りと膣に押し込みます。	膣道に沿って、垂
直ではなく水平に挿入します。必要な場合
は、もう一方の手で外陰部を離してくださ
い。

•	カップの本体が膣内に完全に入るまで、カッ
プを内側に押し込みます。

•	中に入ったら、カップが開いて吸引力がか
かり、適切な位置に保たれ、漏れを防ぎます。
カップがパッと開くのを感じるかもしれま
せん。

•	カップが完全に開いて吸引力がかかってい
ることを確認するには、ステムをやさしく
引っ張ったり小刻みに動かしたりしてくだ
さい。ただし、	数ミリ以上動かさないでく
ださい。注意しながら引っ張った際に抵抗
を感じたら、吸引力がかかっています。

•	カップのベース（ステムではなく）に沿っ
て指を動かすことでも確認できます。壁が
まだ中で折りたたまれているのを感じた場
合は、ベースでカップを回転させながら位
置を整え、パッと開くようにしてください。

•	指でリムを触りながら折り目を確認するこ
ともできます。折り目は漏れの原因になる
ので、ステムを小刻みに動かして折り目を
開いてください。

4.	装着位置

•	ルビーカップは、タンポンよりも低い位置
に装着してください。

•	ステムを膣の奥まで入れても問題ありませ
んが、膣口の近くになければなりません。	

•	ステムが長すぎ、装着した際に膣口からは
み出して不快に感じる場合は、ステムをハ
サミで切って短くしてください。ただし、
初めて試す際にステムを切るのはお勧めし
ません。

•	ルビーカップが膣内にあるときに、ステム
を切らないでください。

•	少し時間をかけて、ステムを切るか否かを
決めてください。
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取り外し

1.	カップを扱う前に、必ず手を石鹸でしっか
り洗ってください。

2.	カップは筋肉がリラックスした状態のとき
に最も機能するので、座って取り外すのがお
勧めですが、しゃがんだり片足で立ったりし
ながら取り外すこともできます。

•	ステムを見つけます。ステムを引っ張らず
に、ステムをもとにカップのベースを見つ
けてください。

•	指がカップのベースに届かない場合は、届
くまで、膣内でステムを引っ張らずにゆっ
くりと小刻みに動かしながら、下に移動さ
せてください。	ステムを小刻みに動かす際
には、骨盤底筋を使うと、カップを下に移
動させやすくなります。

•	カップのベースを掴んだら、カップの壁を
内側に押して吸引力を抜きます。

•	カップをしっかり掴んでそっと引き出し、
空にします。	
	
	
	
	
	
	
	

•	なかなか取り外せない場合や指がカップに
届かない場合は、少し時間をおいてから、
もう一度試してみてください。	試行錯誤す
るのはごく当たり前であることを忘れない
でください。

空にして再び装着するタイミング

1.	経血の量によりますが、4〜 8時間おきに
空にしてください。

2.	ルビーカップを空にした後は、再び装着す
る前にきれいな水で完全に洗い流してくださ
い。水がない場合は、ティッシュで拭くか、
そのまま再び装着できますが、機会を見つけ
たらすぐに水洗いしてください。	生理中はこ
うして洗浄し、生理が終わったら煮沸消毒し
てください。

生理中以外の洗浄

•	手を石鹸でしっかり洗ってください。
•	ルビーカップは、きれいな水でしっかり洗っ
てきれいにしてください。

•	液体がよく通るように、空気穴とステムの
先端に粒子や破片が付着していないことを
確認してください。ステムの洗浄にはパイ
プクリーナー、空気穴の洗浄には爪楊枝を
利用しましょう。

•	洗い終わったら、100aC/212aF の熱湯で
2、3分煮沸消毒してください。

•	煮沸消毒中は、カップが完全に水に浸り、
鍋の底に触れないようにしてください。

保管

•	生理中以外は、ルビーカップを付属のコッ
トンバッグに収納しましょう。バッグの中
で空気が自由に移動するので、ルビーカッ
プが清潔で乾燥した状態に保たれます。

•	ルビーカップを密閉容器に保管しないでく
ださい

•	必要に応じて、コットンバッグを洗濯機の
デリケートコースで洗うか手洗いしてくだ
さい。	

身体と健康のためのケア

健康的にご利用いただくには

•	ルビーカップを取り外して洗わないまま、8
時間以上使用しないでください。

•	ルビーカップを煮沸消毒している間は、カッ
プが完全に水に浸るようにしてください。

•	ルビーカップは無菌状態ではないので、初
めて使用する際は、必ず 2、3分煮沸消毒
してから使用してください。

•	生理が終わるたびに、必ずきれいに水洗い
して 2、3分煮沸消毒してください。

•	爪が長い場合は、付け外す前に必ず爪をき
れいに洗い、膣を摘まんだり引っかいたり
しないように注意してください。

•	ルビーカップを産後の出血のために使用す
ることはお勧めしません。

•	IUDを装着したままルビーカップを使用で
きますが、まず医師に相談してください。	

カップのお手入れ

•	カップの変色や退色が起こるのは正常なこ
とで、経血の量に応じて時間が経つにつれ
て起こり、それは人によって違います。変
色や退色により、カップの安全性や効力に
影響が生じることはないので、安心してく
ださい。

•	ステムのカット :	底に穴が開いてしまう恐
れがあるので、ベースのごく近くでステム
を切らないでください。ステムを切る際は、
切りすぎると元に戻せないので、少しずつ
切ってください。

•	決してカップを装着したままステムを切ら
ないでください。

•	カップを食器洗い機に入れないでください。
食器洗い機に入れると、痛みやすくなり、
カップの効力に影響が生じる可能性があり
ます

•	漂白剤や酢など、刺激の強い洗剤や香料入
りの石鹸でカップを洗わないでください。
こうした洗剤によってシリコンが痛み、膣
内に炎症が生じる可能性があります。

•	カップを石鹸で洗う場合は、刺激の少ない
無香料の石鹸を利用してください。	

トラブルシューティング
取り外し :

•	初めて取り外す際は、時間をかけて根気よ
く取り外してください。

•	筋肉をリラックスさせるために、便座に座っ
たり、シャワーでしゃがんだりしてみてく
ださい。

•	指でカップのベースを摘めるまで、ステム
をゆっくりと小刻みに動かしながら、下に
移動させます。ただし、ステムを強く引っ
張らないでください。

•	指がカップのステムやベースに届かなくて
も、心配いりません！子宮頸部にはバリア
機能があるため、カップが体内でさまよう
ことはありません。一呼吸おいてから、再
び試してみてください。指がステムに届く
まで、骨盤底筋を使ってカップを下に押し
てみてください。	

漏れた場合 :

初めて使用する場合、多くの方が初めの数回
の生理期間中に漏れを経験しています。使用
中に漏れが生じたら、以下の手順に従ってく
ださい。

•	密着が不十分	–	カップが膣内できちんと
開き、吸着されていないと、漏れる可能性
があります。1本の指を使ってカップの壁
を内側に押し、カップがパッと開くのを感
じてください。開いた感じがしない場合は、
カップを右方向に少し回転させ、やさしく
下に押してください。そして、再び 1本の
指を使ってカップが開いているかを確認し
てください。	

•	位置が不適切	–	カップが子宮頸部の真下に
装着されていないと、体液を溜められずに
漏れる可能性があります。生理中には子宮
頸部が移動し、少し腫れている場合もあり、
カップを上に押しすぎると、カップが子宮
頸部の側面に圧迫される可能性があります。
カップを下に移動させてみてください。カッ
プのリムを指で触って、子宮頸部がカップ
の開口部の内側または真上にあるかを確認
してください。	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



•	溢れる	-	初めて使用する際は、月経液の量
やカップがいっぱいになるまでの時間を把
握するまで、より頻繁に取り外してくださ
い。小型のルビーカップを使用している場
合は、より大きなカップの使用を検討して
みてください。	
	

•	斑点または偽の漏れ	–	カップを空にして装
着した後、膣壁に付着している血が混じっ
た水滴が残っている場合があります。ルビー
カップを空にして再び装着した後は、膣の
周りを軽く乾かしてください。	

変色 :

•	カップが茶色や黄色に変色するのは正常な
ことで、経血の量に応じて時間が経つにつ
れて起こる可能性があります。	

•	変色によってカップの効力に影響が生じる
ことはありません。見た目が悪いためきれ
いにしたい場合は、カップをレモン汁でこ
するか、レモン汁に浸してから、容器に入
れて数時間日光にさらしてください。使用
する前に、必ずカップをしっかり洗い、煮
沸消毒してください。

注意事項 :

•	ルビーカップは避妊薬ではなく、性感染症
を予防するものではありません。	性交渉前
に必ずカップを取り外してください。

•	性器に不快感、痛み、感染症がある場合は、
ルビーカップを使用せずに、医師に相談し
てください。

•	ルビーカップを取り外せない場合は、上記
の取り外し手順をご覧いただくか、医師に
相談してください。

•	月経カップの使用によりトキシックショッ
ク症候群（TSS）が生じる可能性があります。
詳細について、以下をじっくりお読みくだ
さい :	
	
TSS は、命にかかわる恐れのある深刻な病
気で、毒素を産生する黄色ブドウ球菌が原
因で生じます。症状には、生理中や生理直
後の高熱、下痢、嘔吐、失神、発疹があり
ます。こうした症状のいずれかが生じた場
合は、直ちに医師に連絡してください。	
TSS は、タンポンの高い吸収性と長期使用
が原因で生じることがありますが、月経カッ
プを使用することで、TSSのリスクを回避
できるわけではありません。こうしたケー
スは稀ですが、注意が必要です。決してカッ
プを 8時間以上使用せず、必ず煮沸消毒、
洗浄、保管に関する指示に従ってください。

•	ルビーカップはあなた専用です。他人と共
用しないでください。

•	お子様やペットの手の届かないところに置
いてください。	

その他、ご不明な点がありましたら、弊社の
ウェブサイト rubycup.comをご覧いただく
か、hello@rubycup.comまでメールでお問
い合わせください。

ルビーカップをご利用いただくことで、世界
中の女性たちの生理中の健康や体験を改善す
るためのサポートに繋がります。
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