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360°全方位から最上級の安全性※1 と快適性を追求する
日本初※2R129※3 適合の「平ら」なベッド型「フラディア グロウ」シリーズ
「全身マモールクッション」が一体化した最新モデル登場
チャイルド＆ジュニアシート「フォームフィット」シリーズにも R129※3 適合製品が登場、
7 月中旬新発売
「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、「フラディア グロウ ISOFIX 360° セーフティー AB」新色を 7 月上旬から、チャ
イルド＆ジュニアシート「フォームフィット ISOFIX 360°セーフティー」を 7 月中旬から、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。

フラディア グロウ ISOFIX 360°セーフティー AB
「フラディア グロウ ISOFIX 360°セーフティー」シリーズは、新安全規則「R129※3」に日本で初めて※1 適
合。加えて、「サイドシールド」と「全身マモールクッション」を装備して、赤ちゃんを 360°全方位からやさし
くしっかりまもる、最上級の安全※1 を実現したベッド型チャイルドシートです。
2018 年の公益財団法人交通事故総合分析センター（ITARDA）の統計データより算出すると、4 歳以下の死傷者
数が一番多いのは後面衝突（56.2％）※4 ですが、
「フラディア グロウ ISOFIX 360°セーフティー」シリーズは、
進行方向に対して横向きに設置できるので、車後面からの衝突に対して、製品側面全体で体への衝撃を分散できる
製品です。さらに、「平ら」なベッド型なので、背もたれがフラットで、赤ちゃんの呼吸のしやすさも実現しま
す。
今回、「フラディア グロウ ISOFIX 360°セーフティー プレミアム AB」
「フラディア グロウ ISOFIX 360°
セーフティー AB」ともに、赤ちゃんを寝かせるインナーシート「全身マモールクッション」の形状を見直し、2
枚に分かれたタイプから、一体化した洗えるタイプに変更。さらに、それぞれから 2 色の新色が登場します。

フォームフィット ISOFIX 360°セーフティーも新発売、
成長に合わせて安全をサポートするラインアップが充実
今回、1 歳から 10 歳頃※5 まで、成長する体格にフィットする、最新安全規則「R129※3」適合のチャイルド＆ジ
ュニアシート「フォームフィット ISOFIX 360°セーフティー」も新発売となります。

※画像は全てイメージです。
※1 アップリカの考える「最上級の安全」とは、「最新の安全性能」と「アップリカが考える快適性」を両立させることであることを言う。
※2 UN 規則 No.129 に適合した、「平ら」なベッド型チャイルドシート。日本国内で発売されている回転式ベッド型チャイルドシートにおいて。2018 年 10 月現
当社調べ
※3 UN 規則 No.129（改良型幼児拘束装置）
※4 2018 年（公財）交通事故総合分析センターの統計データより算出 「１，２当普通・軽乗用車の４歳以下同乗者の死傷者数」
※5 身長 76cm かつ月齢 15 カ月以上から 135cm まで。
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警察庁と一般社団法人日本自動車連盟（JAF）が、2019 年６月１日から６月 16 日までの間に合同で実施したチ
ャイルドシート使用状況の全国調査の結果によると、年齢層別の使用率は、１歳未満が 88.0％（前年比＋3.6 ポイ
ント）、 １歳から４歳が 72.4％（同＋4.5 ポイント）、５歳が 48.0％（同＋3.9 ポイント）でした。５歳児は、チ
ャイルドシート着用義務に該当する年齢であるにもかかわらず、使用率が他の年齢層と比べて低くなっています。
このような状況も踏まえ、当社では、年齢が上がっても、安全性の高いチャイルドシートをしっかりと着用して
いただきたいとの想いから、ベッド型のチャイルドシートからジュニアシート(新生児から 10 歳頃)まで、新安全
規則である「R129※3」適合製品のラインアップの充実を図ることで、更なる安全を追求します。

【各製品特長】
フラディア グロウ ISOFIX 360°セーフティー AB の特長：
＜１＞ 赤ちゃんを 360°全方位からしっかり守る、万一のための安全性
■新安全規則「R129※3」適合
1．前後だけでなくドア側の衝撃からも守れる。
2．身長に合わせて使うから、よりフィットして安全。
3．前向きより衝撃が少ない後向き
より安心・安全

※6

期間が長くなって、

※7

4．未熟なからだへの影響も考えているから安全。

■R129※3 適合に加え、さらに上級の安全性を実現するために
1．ドア側の衝撃からの守りを強化「サイドシールド」
：
両サイドに装備された頑丈なプロテクターで、ドア側からの強い衝撃を軽減。
赤ちゃんを安全に守ることができます。※前向き/後向きシート時に有効です
2．未熟なからだを頭から足先まで守る「全身マモールクッション」
：
頭部を包み込むヘルメットのような構造のクッション、からだの側部を守るサイ
ドクッション、さらに足まで包み込むことで、赤ちゃんの未熟なからだを徹底的
に守ることにこだわっています。今回、形状を見直し、2 枚に分かれたタイプから、一体化した洗えるタイプに
変更、お手入れ性も向上します。
※「平ら」なベッド時に有効です。洗濯時はクッションを取り外してください。
3．確実に取り付けできるから安全「ISOFIX」
：
黄色のコネクターを差し込むだけで、カンタン確実に取り付けできます。
誤った取り付けを防いで、より安全に赤ちゃんを守れます。

＜２＞赤ちゃんが「ゆったり」過ごせる、毎日のための快適性
■日本国内で一番「平ら」なベッド※8
進行方向に対し横向きに取り付けるので、一般的な後向きイス型チャイルドシートより
背もたれがフラット。
「平ら」なベッド型で、内角 150 度以上を実現し、
「平ら」な姿勢
を保つので、赤ちゃんは呼吸がしやすくなります。
※3
※6
※7
※8

UN 規則 No.129（改良型幼児拘束装置）
※画像は全てイメージです。
前面衝突時には赤ちゃんが背もたれ全体で衝撃を受けるので前向きより、後向きの方が衝撃からの負担が
軽減される。
旧規則(R44)では 使用期間の制限が体重のみ（体重 9kg 以上）であり、月齢 12 カ月頃から前向き使用が可能であったが、最新規則(R129)では、
身長の制限（身長 76cm 以上）のみならず明確に月齢の制限が定められており、15 カ月を超えるまで前向きで使用することを禁止されていることによる。
日本国内で発売されている「R129」回転式ベッド型チャイルドシートにおいて。2019 年 11 月現在。当社調べ。ベッド型とは、背もたれと座面の角度が
150°以上に倒れるリクライニング構造で進行方向に対し横向きに使用できるチャイルドシート。
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■成長に合わせて理想的な姿勢を保つ３ステップ
STEP1．
「平ら」に寝る

使用期間：身長 40cm～70cm

「平ら」な姿勢が呼吸しやすい理由。
理由１：頭でっかちで首はグラグラ
赤ちゃんの脳の重さは体重の約 10%。首は筋肉が未発達なので、
「平ら」な姿勢でしっかり支えて

アップリカでは創業以来、
「赤ちゃん医学」と「育児工学」の研究に基づき、常に赤ち
あげましょう。
ゃんの事を第一に考えた製品作りを基本としています。今後も、万一の事故の際に大切
理由 2：赤ちゃんは腹式呼吸
な赤ちゃんの命を守るために、常により高い安全性を目指すものづくりに取り組んでまいります。
おなかや気道のちょっとした圧迫や姿勢の変化で呼吸が不安定になりやすいので、
「平ら」に寝かせてあげましょう。

STEP2．ゆったり座る

使用期間：身長 60cm かつ首すわり～87cm

ゆったりレッグルーム
首がすわってきたら、足を自由に動かせるスペースを確保した後向きに。

後向きシート ※リクライニング 2 段目

STEP3．しっかり座る

使用期間：身長 76cm かつ月齢 15 カ月以上～100cm
※17.5kg を超えるお子様には使用できません。

快適な姿勢を保つデプスアジャスター
座面の奥行きが調整可能。姿勢が崩れにくく快適にすごせます。

前向きシート

■コンパクトカーでも大丈夫
コンパクトカーに乗せても、ママは隣にお座りいただけます。
2018 年度コンパクトカーで登録台数が多かった日産ノートにフラディア グロウ 360°
セーフティーを乗せてみました。

フォームフィット ISOFIX 360°セーフティーの特長：
＜１＞1 歳から 10 歳※5 までの成長を、守りぬく 2 つのイノベーション
■日本初※9 ぐんぐん成長レバーによる体格に応じたフィット
フォームフィットに日本で初めて搭載した、ぐんぐん成長レバーをフォームフィット 360°
セーフティーにも搭載。ヘッド部分のレバーを上下するだけで、高さだけでなく横幅も調整
可能。1 歳頃から 10 歳頃※5 までの体格の変化に応じたフィットを実現し、安全性を高めま
す。

■新安全規則 R129※3 適合
チャイルド＆ジュニアシートでも新安全規則 R129※3 に適合。ドア側からの衝撃への守りの強化をはじめ、
より確かな安全性を実現しています。
※画像は全てイメージです。
※3
※5
※9

UN 規則 No.129（改良型幼児拘束装置）
身長 76cm かつ月齢 15 カ月以上から 135cm まで。
ひとつのレバーで成長に合わせて高さと横幅が調整できる ISOFIX UN-R44/04 適合のチャイルド＆ジュニアシートにおいて。
2017 年 8 月時点、当社調べ。
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＜2＞より確かな安全性
■ドア側の衝撃からの守りを強化「サイドシールド」：
両サイドに装備された頑丈なプロテクターで、ドア側からの強い衝撃を軽減。
お子さまを安全に守ることができます。※ドア側のサイドシールドを開いて
ください。

■黄色の ISOFIX コネクター＆トップテザー※10：
カンタンで確実な取り付けができるので、安全性が向上。目を引く黄色のコネクターで
付けやすいのも特長です。
しっかり固定するトップテザーを採用し、足元がすっきりするので、乗せおろしの
邪魔になりません。

■衝撃吸収材マシュマロ G キャッチ：
衝撃吸収材「マシュマロ G キャッチ」をヘッドレストの左右に搭載。衝撃からも頭を
大切に守ります。
従来素材比較 衝撃 55％カット。※2.75 ㎏の重りを高さ 50 ㎜から衝撃吸収材（素材のみ）
に落下させた場合。室内温度 22℃で計測。当社従来素材との比較（当社調べ）

■サイドサポートクッション：
4 歳頃(身長 105cm)になるまでしっかり姿勢をサポート。ピッタリとフィットするクッションで、姿勢を保てます。

＜3＞快適性
■メッシュシート：
お子さまが汗をかきやすい部分に速乾性のあるメッシュシートを採用。
ヘッドサポートカバーのメッシュ部内部のクッションにも通気口を設けています。

■ムービングシート：
シートをリクライニングさせると座席が前に動き、快適な姿勢を保ちます。

「アップリカ」ブランドでは創業以来、「赤ちゃん医学」と「育児工学」の研究に基づき、常に赤ちゃんの事を
第一に考えた製品作りを基本としています。今後も、万一の事故の際に大切な赤ちゃんの命を守るために、
常により高い安全性を目指すものづくりに取り組んでまいります。
※10

ISOFIX 取付時は必ず使用。

※画像は全てイメージです。

Press Release
製品名

フラディア グロウ ISOFIX 360°セーフティー プレミアム AB

カラー

（写真左から）「ネイビーミッドナイト NV」、「グレーパール GR」
69,000 円(＋税)

メーカー希望小売価格
使用期間

横向きベッド：身長 40cm～70cm

（身長）

前向きシート：身長 76cm かつ月齢 15 カ月以上～100cm ※17.5kg を超えるお子様には使用できません。

重量

15.3kg ※製品重量には付属品は含みません。
横向きベッド時：W750×D635×H530

後向きシート：身長 60cm かつ首すわり～87cm

後向き時：W440×D705～760×H550～610

サイズ(mm)
前向き時：W440×D635×H660
製品情報 URL

https://www.aprica.jp/products/childseat/fladeagrow/

製品名

フラディア グロウ ISOFIX 360°セーフティー AB

カラー

（写真左から）「ネイビーヴォアチュール NV」、「ブラックロードスター BK」
64,000 円(＋税)

メーカー希望小売価格
使用期間

横向きベッド：身長 40cm～70cm

（身長）

前向きシート：身長 76cm かつ月齢 15 カ月以上～100cm ※17.5kg を超えるお子様には使用できません。

重量

15.2kg ※製品重量には付属品は含みません。
横向きベッド時：W750×D635×H530

後向きシート：身長 60cm かつ首すわり～87cm

後向き時：W440×D705～760×H550～610

サイズ(mm)
前向き時：W440×D635×H660
製品情報 URL

https://www.aprica.jp/products/childseat/fladeagrow/
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製品名

フォームフィット ISOFIX 360°セーフティー

カラー

（写真左から）「ネイビートワイライト NV」、「ブラックトワイライト BK」
メーカー希望小売価格

38,000 円(＋税)

使用期間

身長 76cm かつ月齢 15 カ月以上から 135cm まで

重量

13.2kg
※

サイズ(mm)

W440～505 ×D515～570×H650～775 ※サイドシールドは閉じた状態

製品情報 URL

https://www.aprica.jp/products/childseat/detail/child_junior/formfit/

【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）

