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本当の笑顔でおでかけ体験を
赤ちゃんを 360°守るアップリカ最上級※1 シリーズ「オプティア」に
独自の「すくすくッション設計」採用！
「オプティア クッション プレミアム」と「オプティア クッション」5 月上旬登場
アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社（本社：大阪市中央区、社長：前田英広）は、振動から赤ちゃん
を守ることにこだわった、独自の「すくすくッション設計」を採用した、クッションシリーズを展開しております。
赤ちゃんを 360°守りたい最上級の思いやりを詰め込んだ、両対面オート 4 輪・多機能ベビーカー「オプティア」
シリーズにも、すくすくッション設計を採用。5 月上旬から、全国のベビー用品専門店・百貨店・ネットショップ
などで販売します。
※1）アップリカブランドのベビーカーにおいて。最も多くの機能を備えていることによる。
（2019 年 1 月当社調べ）

アップリカは、0 歳から 3 歳という成長や発達にとって大切な時期に使うベビーカーにおいて、
「振動」を軽減す
ることに真摯に取り組み、赤ちゃんを守るこだわりを凝らした「すくすくッション設計」を各製品に採用し、クッ
ションシリーズとして展開。心と体を「振動ストレス」から守ることで、赤ちゃんが安心して毎日笑顔で過ごし、
健やかな成長に貢献することを目指します。

【赤ちゃんを守るこだわり、振動吸収クラス最上級※2。
「すくすくッション設計」が「オプティア」シリーズにも！】
◆赤ちゃんに直接伝わる振動から守る「しなやかクッション」
赤ちゃんに直接伝わる振動を、車体に内蔵された「しなやかクッション」が
上下することで吸収します。

◆デコボコ道での振動から守る「ゆれぐらガード」
デコボコ道での振動を、溶接された「がっちりフレーム」と車輪に備わった「安
心サスペンション」が軽減し、全身をやさしく守ります。さらに、「オプティア」
シリーズには座面下にサスペンションも搭載されています。

※2）A 形両対面オート 4 輪ベビーカー/重量 6kg 以上/2018 年国内販売品/店頭価格 6 万円以上/小売り専売品除く商品群において。
（2019 年 1 月当社調べ)
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榊原 洋一（さかきはら・よういち）お茶の水女子大学名誉教授,

小児科医,

最近の赤ちゃん研究の進歩から、赤ちゃんの不思議についての答えも少しずつわかってき
ています。ベビーカーの細かな振動は赤ちゃんにとってストレス。楽しいお出かけの時間に
できるだけストレスの少ない環境を実現できることは、赤ちゃんに安らぎと安眠を提供し、
すくすく育つことにも一役買ってくれそうです。

【オプティアシリーズとは】
小児科医などの各分野の専門家と一緒に、
「赤ちゃん医学」と「育児工学」を研究したからこそ導き出せた、No.1
3 年間理想的な姿勢を保ち、花粉や紫外線から汚れまで、いわば 360°で赤ちゃんを
守る設計で人気の、「最上級・360°設計」の両対面オート 4 輪・多機能ベビーカーシリーズです。今回、スタンダ
ードタイプの「オプティア」が「オプティア クッション」として、赤ちゃんの姿勢サポート機能搭載の「オプティ
ア プレミアム」が「オプティア クッション プレミアム」として新発売となります。
※3 のワイドシートなどで生後

※3）座面の前方幅の比較。A 型両対面オート 4 輪ベビーカー/重量 6kg 以上/2018 年国内販売品/店頭価格 6 万円以上/小売専売品除く商品群に
おいて。（2019 年 1 月当社調べ)

【「オプティア クッション」と「オプティア クッション プレミアム」の
すくすくッション以外の機能】
■「オプティア クッション」と「オプティア クッション プレミアム」の共通機能
◆ワイドシート+ダブル台形シート
・ワイドシート
0 歳児がのびのび動けるひざの間隔から導き出したワイドシート構造。3 歳までのびのび、
ゆったり座れます。No1※3 のワイドシートです。
※3）座面の前方幅の比較。A 型両対面オート 4 輪ベビーカー/重量 6kg 以上/2018 年国内販売品/店頭価格 6 万円以上/
小売専売品除く商品群において。
（2019 年 1 月当社調べ)

・ダブル台形シート
赤ちゃんが快適な姿勢は上半身が W 型、下半身が M 型。腰を安定させ、股関節にも配慮
した設計で赤ちゃんの WM 型の姿勢を守ります。

・頭・腰サポート
シートが広いだけではなく、月齢が小さい頃でも頭・腰を安定させ手足の自由な動きを
妨げない工夫がされています。
※画像はすべてイメージ（すべてオプティア クッション プレミアム）

◆マルチプロテクト
・花粉・紫外線
開閉角度を調節できて、花粉・紫外線から赤ちゃんをガード。傘と同等※4 のはっ水性を
持ち、ホコリもつきにくい※4 フードです。※4) 当社調べ

・汚れ
シートは汚れたら取り外して洗える※5 ので、肌トラブルの原因になりやすい汗や雑菌
から赤ちゃんを守りたいママにうれしい機能です。※5)洗える部分と洗い方は取扱説明書に記載
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・汗
背もたれと座面に通気口と反射板を設置した「W サーモメディカルシステム」で
温度上昇を防ぎます。さらに、通気性に優れた素材「シルキーエアー」をシートの
一部に採用し、本体シートとベースシートにはメッシュを使用しています。
※画像はすべてイメージ（すべてオプティア クッション プレミアム）

◆ママにもうれしい機能が充実
・スムーズ走行のオート 4 輪
手元で操作ができて便利なハンドル切り替えに連動し、自動で前輪ロックが解除。
進行方向に対して常に後輪はロックされ、前輪はフリーに。押しやすく快適です

・サッとたためてコンパクトに
片手で開閉できるので赤ちゃんを抱っこしたままでもカンタン。たたんで自立する
ので収納にも困りません。持ち運びはフロントガードを持ってラクラク。

・どこからでも入れやすいバスケット
大きな荷物も出し入れしやすく、かさばる荷物も大容量のビッグバスケットなので
おでかけに便利です(座面下空間容積 34.7L/耐荷重 5kg)

・やわらかいレザー調ハンドル
高級感のあるお手入れがしやすいやわらかいレザー調ハンドル。
「オプティア」は
初搭載。

■「オプティア クッション プレミアム」の独自の機能
◆姿勢サポ―トシート
・不安定な頭と首を支える（生後 1 カ月～）
グラグラの頭をしっかりサポートし、お腹を圧迫しない平らに近づけたシートと
足元を守るフットガードで生後 1 カ月からの赤ちゃんの姿勢をサポート。
平らな姿勢でお腹を圧迫せず、楽に呼吸ができます。

・おしりを支え前すべりを防ぐ（7 カ月頃～）
手足の動きが活発になるこの時期、パッドで座面に傾きをつけ、前すべりを防止。シートに内蔵されたク
ッション構造で、左右に倒れやすい腰をしっかり支え、リラックスした快適姿勢をつくります。

・頭と足を安定させる（1 歳半頃～）
厚みのあるレッグレストでひざ裏からふくらはぎを、側部サポート付の「ワイド成長マモール」で頭を支
え、好奇心いっぱいのこの時期の姿勢を安定させます。

【製品概要】
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製品名

オプティア クッション プレミアム

カラー

（写真上から）
グレー モザイク GR/サファイア モザイク NV
※製品の横はフード柄
メーカー希望

73,000 円(税込 78,840 円)

小売価格
使用期間

生後 1 カ月～36 カ月(体重 15kg 以下)

重量

7.1kg

サイズ(mm)

開：W517×D870～940×H1010～1040
閉：W517×D425×H940～1027

製品情報 URL

https://www.aprica.jp/products/babycar/optia/

製品名

オプティア クッション

カラー

（写真左上から）
ブラック BK/ブルー ウォーターNV/
シー モス GN/マスタード ゴールド YE
※製品の横はフード内の柄
メーカー希望
小売価格

64,500 円(税込 69,660 円)
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使用期間

生後 1 カ月～36 カ月(体重 15kg 以下)

重量

6.9kg

サイズ(mm)
製品情報 URL

開：W517×D870～940×H1010～1040
閉：W517×D410×H940～1027
https://www.aprica.jp/products/babycar/optia/

【アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社について】
ベビーカー、チャイルドシート、抱っこひも、室内品などを展開する育児用品メーカー。1947 年、日本での創業
以来 70 周年を超えた現在も、小児医学・心理学・育児学などを通してまだ話すことのできない赤ちゃんの体と心を
研究する「赤ちゃん医学」と、育児の知識と最新の工学技術を融合させて理想の育児環境づくりに生かす「育児工
学」を通じて、赤ちゃんに理想的な育児環境を追求し続けています。
2008 年には、米国ニューウェル・ラバーメイド（現ニューウェル・ブランズ）グループの一員となり、
「アップリ
カ」ブランドに加え、世界 80 カ国以上で愛されるアメリカ発のベビーブランド「グレコ」、
「ベビージョガー」も
展開しております。

【お問い合わせ先】
問い合わせ先】
アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社 お客様サポートセンター
TEL：0120-415-814 受付時間：AM10:00～PM5:00（土、日、祝日、弊社所定休日を除く）

