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赤ちゃんのことを考え抜いた、最上位モデル※1 ベビーカー「オプティア」シリーズ
ベルト装着がマグネットで簡単・スピーディー！「イージーベルト」を新たに採用

「オプティア クッション」シリーズ新モデル
2020 年 6 月下旬 発売開始
アップリカ独自の「すくすくッション設計」＋オプティアだけのシートサスペンション
広々とした「ワイドシート」でご機嫌な乗り心地をサポート
※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」ブランドを展開するニューウェルブランズ・ジャパン合同会社（本社：東京都港区、ベビー事業部 最高
責任者：前田英広）は、アップリカ最上位モデル※1 のベビーカー「オプティア クッション」シリーズの「オプティア
クッション」「オプティア クッション プレミアム」に、新機能「イージーベルト」を採用した新モデルを、2020 年 6 月
下旬より、全国のベビー用品専門店・百貨店・ネットショップなどで発売開始します。振動から赤ちゃんを守るアップリカ
独自の「すくすくッション設計」、ゆったりとした広さ No.1※2 の「ワイドシート」など、赤ちゃんを 360°守りご機嫌な
乗り心地を提供するとともに、ママにもうれしい機能をさらに充実させることで、親子のお出かけをサポートします。
※2 座面の前方幅の比較/A 形両対面オート 4 輪ベビーカー/重量 6 ㎏以上/2019 年国内販売品/店頭価格 6 万円以上/小売り専売品を除く
商品群との比較において（2020 年 2 月当社調べ）

【NEW！ベルト装着がマグネットでカンタン・スピーディーに行える「イージーベルト」】
急いでいるとき、赤ちゃんのご機嫌がすぐれない時のベルト装着でも、マグネットの力でパッとくっついてパッと離れる、
ママをサポートする機能「イージーベルト」を搭載。「オプティア」シリーズに初めて採用しました。
独立行政法人国民生活センターの 2019 年の注意喚起の発表では、ベビーカーごと転倒あるいは子どもが転落したことが
ある人が 1,000 人中約 3 割いることが明らかになっており、シート
ベルトをしていなかったことが、転落の原因の 3 位でした。また、
ベビーカーに子どもを乗せるとき、シートベルトを毎回装着する人は
65％で、3 人に 1 人は毎回装着していません。この毎回装着していな
い人のうち、84％は「子どもが転落するおそれがある」と感じていま
す（http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20191212_1.pdf）。当社調査
でも、肩と股部分のベルトを実際に装着していると回答したママは
約 45％※3。約半数以上のママが、股ベルトのみ装着していると回答し
ました。
お出かけの際には、赤ちゃんの安全のために確実にベルトを装着することを各メーカーが注意喚起していますが、ママたち
がシートベルトを正しい形で毎回装着できていない傾向にあること、かつ、子どもが転落するリスクについて気にしている
ことを受けて、ママが簡単に装着でき、さらに赤ちゃんの安全が守られることを目標に、アップリカではマグネットでスピー
ディーにベルト装着が行える「イージーベルト」を開発しました。オプティアシリーズには乗せやすさに配慮したベルトホル
ダーも付いています。
※3 N 数＝1000 (2016 年当社調べ)
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【振動ストレスから赤ちゃんを守る振動吸収クラス最上級※4 の「すくすくッション設計」】
「すくすくッション設計」は、赤ちゃんに直接伝わる振動を吸収する座面下に搭載された「しなやかクッション」と、でこ
ぼこ道での振動をやわらげる「ゆれぐらガード」から成り立つアップリカ独自のベビーカー構造です。オプティアにはさらに
シートサスペンションを搭載しその振動吸収力はクラス最上級※4、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ています。

お茶の水女子大学名誉教授

小児科医 榊原 洋一先生

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。
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【のびのび広い快適空間「ワイドシート＆ダブル台形シート」】
赤ちゃんは生まれてからの３年間で何倍にも成長します。「オプティア クッション」シリーズでは、座面の前方の幅が
36cm 以上で０歳から３歳までゆったり座れる、広さ No.1※2 の「ワイドシート」と、未熟なからだをサポートして快適な姿勢
を守る「ダブル台形シート」を採用。さらに、「頭・腰パッド」で月齢が小さい頃でも頭・腰を安定させ、手足の動きを妨げ
ない工夫をしています。

自治医科大学附属さいたま医療センター
周産期科 新生児部門教授
細野 茂春先生
座席スペースは、成長に対応

ワイドシート
０歳児からのびのび動ける
膝の間隔から導きだしたワ
イドシート構造。

ダブル台形シート

頭・腰パッド

赤ちゃんが快適な姿勢は上
半身が W 型、下半身が M
型。膝を安定させ、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。

月齢が小さい頃でも頭・
腰を安定させるパッド。手
足の動きを妨げない工夫
がされています。

した十分な広さを確保しつ
つ、路面の影響などで赤ちゃ
んの自然な WM の姿勢が崩
れない工夫がされていること
が望ましいと思います。

※画像はすべてイメージです。
（オプティア クッション プレミアム）

※2 座面の前方幅の比較/A 形両対面オート 4 輪ベビーカー/重量 6 ㎏以上/2019 年国内販売品/店頭価格 6 万円以上/小売り専売品を除く
商品群との比較において（2020 年 2 月当社調べ）

【「オプティア クッション プレミアム」には、「姿勢サポートシート」を採用】
赤ちゃんは生まれてからの３年間で首すわり・腰すわり・一人歩きと大きく成長します。「オプティア クッション プレミ
アム」には、からだの成長に合わせてシートが３段階で変化し、理想的な姿勢を保つ「姿勢サポートシート」を採用していま
す。

生後 1 カ月〜

不安定な頭と首を支える

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。

7 カ月頃〜

おしりを支え前すべりを防ぐ

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、リラックする快適姿勢をつくります。

1 歳半頃〜

頭と足を安定させる

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。

理学療法士 高塩 純一先生
生後 1 カ月頃は呼吸が楽な寝姿勢、7 カ月頃にはお尻が前にすべらない、
1 歳半を過ぎるとからだを起こせるなど、運動発達に見合った工夫が
座席構造にあるとより快適です。
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【赤ちゃんとママにうれしい「オプティア クッション」シリーズの機能性】
ママにうれしい！

赤ちゃんにうれしい！

開閉角度を調節できて、花粉・紫外線か
らガード。傘と同等*のはっ水性をもち、
ほこりもつきにくいフードです。
*当社調べ

シートは汚れたら取り外して洗うことが
可能です。
※洗える部分と洗い方は取扱説明をご確認く
ださい

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
温度上昇を予防。さらに、通気性素材
「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。

シートの下に収納しているバーを伸ばす
と、寝かせた赤ちゃんの足をしっかり支
えて寝かせあげることができます。赤ち
ゃんがお座りするようになったら、バーを
収納して座姿勢をサポート。

スムーズに走行できるオート 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
動で前輪のロックが解除。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簡単。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です。

どこからでも出し入れしやすく、かさばる荷物も
収納できる大容量のバスケット。お出かけに便
利です。

リクライニングを倒すのも、上げるのも、片手で
カンタンです。

レザー調ハンドルは高級感があり、やわらかく
お手入れがしやすい素材です。

＊画像は全てイメージです。

阪神北広域こども急病センター前理事長 神戸大学名誉教授 中村 肇先生
振動が適切に軽減されているか、体温の変化や紫外線・花粉などの刺激・
ストレスから守る工夫がされているかなど、赤ちゃんを中心にした製品
選びが大切です。
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【製品概要】
製品名

オプティア クッション プレミアム AB

カラー

（写真左から）
「ブラックダイアモンド BK」、「サファイアブルー NV」
メーカー希望小売価格

73,000 円(＋税)

使用期間

生後 1 カ月～36 カ月(体重 15kg 以下)

重量

7.1kg
開：W517×D870～940×H1010～1040

サイズ(mm)
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 AB

カラー

（写真左から）
「トラディショナルグレー GR」、「ネイビークラシック NV」、「エレガントベージュ BE」
メーカー希望小売価格

64,500 円(＋税)

使用期間

生後 1 カ月～36 カ月(体重 15kg 以下)

重量

6.9kg
開：W517×D870～940×H1010～1040

サイズ(mm)
閉：W517×D410×H940～1027
製品情報 URL

https://www.aprica.jp/products/babycar/optia/
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【ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 ベビー事業部 について】
2008 年より米国ニューウェルブランズグループの一員となったアップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社（2014 年に
株式会社より改組）は、2020 年、ニューウェルブランズグループの他の日本法人と合併し、ニューウェルブランズ・ジャパ
ン合同会社のベビー事業部となりました。「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。
「アップリカ」は、1947 年に日本で生まれたベビーカー、チャイルドシート、抱っこひも、室内品などの育児用品を扱う
ブランドで、創業以来、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。

【お問い合わせ先】
お客様

：ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 ベビー事業部 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）

