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ママの 3 大「困りごと」※3 へのアプローチで支持される抱っこひも
「コアラ ウルトラメッシュ」、さらに「デザインの楽しさ」を強化

新色「デニムブルー」3 月上旬発売
春夏らしい、T シャツやデニムとマッチするアップリカこだわりの厳選カラー
カジュアルにも合うユニセックスデザインで、パパと一緒に抱っこを楽しめる※1
※1 身長や体型によって装着できない場合もあります

「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、コアラの子育てから着想した、新生児から使える抱っこひも「コアラ ウルトラメ
ッシュ」の新色「デニムブルー」を、3 月上旬より全国のベビー用品専門店・百貨店・スーパー・ネットショップ
などで販売します。
抱っこひも「コアラ」は、2018 年に最初のモデルが発売されました。発売後、好評をいただき、2020 年には、
発売後 3 か月での累計販売数量の市場におけるシェアが、2018 年の同シェアに対して倍となりました※2。「コアラ
ウルトラメッシュ」は、2020 年 10 月のデビュー以来、
「ママの３つの悩み」※3 にアプローチする充実した機能
と、ママ＆パパで使えるユニセックスなデザインとカラーで、抱っこが楽しくなると好評をいただき、当社抱っこ
ひもをけん引しています。
当社調べで、「抱っこひもは装着が難しい」
「肩腰が疲れる」
「新生児期の首が不安」というのが 3 大「困りご
と」※3 であることがわかっています。そこで、アップリカ独自の「ペタル（花びら）構造」により、簡単な３ス
ダブル

テップでサッと着けられること、抱っこによって負担のかかりやすい肩・腰をサポートする「 W トライアングル
設計」の採用、新生児期の赤ちゃんをママの自然な抱っこに近い角度でしっかり抱っこすることができる「ママう
で抱っこ」
・未熟なからだの赤ちゃんをしっかり守る「ヘッドサポート」の採用により、この困りごとにアプロー
チしています。さらに、赤ちゃんのための工夫もこらし、足を自然な M 字脚姿勢に保つことができる「あしらく
サポート」や、汗をかきやすい赤ちゃんのために通気性抜群の「ウルトラメッシュ」を採用しています。
今回、これらの高い機能性は変わらず、さらに、
「デザインの楽しさ」も感じていただけるよう、春夏らしい T
シャツやデニムとマッチする、こだわりの厳選カラー「デニムブルー」をご用意しました。昨今の厳しい状況の中
ではありますが、抱っこを少しでも楽しいものとしていただけたらという想いを込めて発売します。

【カジュアルでおしゃれなイメージのデニム風プリント生地を採用。
さわやかな「デニムブルー」が新登場】
「コアラ ウルトラメッシュ」に新たに登場する「デニムブルー」は、カジュアルでおしゃれなイメージのデニ
ム風プリント生地を採用、さわやかな春夏らしい色合いです。
「コアラ ウルトラメッシュ」は、男女関係なく使え
るユニセックスでシンプルなデザインがユーザーから支持されています。パパも使いやすい色味の抱っこひもで
す。
※画像はイメージです。
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発売後、感想が続々！「コアラ ウルトラメッシュ」ユーザーの声
2020 年 10 月に発売した「コアラ ウルトラメッシュ」は、充実した機能とデザイン・カラーで多くのママ・パパ
ダブル

たちから支持されています。
「良い姿勢をキープしてくれて猫背・反り腰になりにくい」
「疲労感が激減！」と W ト
ライアングル設計への意見や、
「装着が手軽すぎて抱っこひもが全然苦にならない」といったペタル構造への意見が
多く寄せられました。また、
「首がすわっていない新生児の横向き抱っこが安心してできる」
「自然に赤ちゃんと目
が合う横向き抱っこができて幸せなひととき」など、ママうで抱っこへの驚きや喜びの声、
「夫婦共に腰痛持ちだけ
と安心」
「パパでも簡単に装着！」
「パパの抱っこが落ち着くみたい」など、ママとパパが一緒に使っている様子も
届いています。

【ママの３大「困りごと」※3 にアプローチ、赤ちゃんもうれしい「コアラ ウルトラメッシュ」充実の機能】
「コアラ ウルトラメッシュ」は、アップリカ独自の機能・設計を採用し、ママ＆パパ、そして赤ちゃんが抱っ
こを楽しいと感じる製品開発のもと生まれました。

「抱っこひもは装着が難しい」※3 に応える、3 ステップで簡単抱っこ。アップリカ独自のペタル（花びら）構造
抱っこひもでの赤ちゃんとの外出時は、乗せ降ろしする機会が頻繁にあります。「コアラ ウルトラメッシュ」
は、特許出願中の独自のペタル（花びら）構造で、３ステップで簡単に赤ちゃんを抱っこすることができます。赤
ちゃんを２枚の花びらで包むようなペタル構造は、前を大きく開いて赤ちゃんを抱っこひもに入れられます。背中
に手を回す必要がなく、すべての動作を体の前でできるので、簡単かつ安心です。
STEP2

STEP1

STEP3

STEP1
腰ベルトを締め、抱っこひもをかぶる
STEP2
右側の肩ベルトをおろして赤ちゃんを
横から入れる

＊首がすわるまではホールディングパッドを必ずご使用ください

STEP3
肩ベルトを戻して両脇のベルトを
引っ張る
※画像はイメージです。

ダブル

ママの「肩腰が疲れる」お悩み※3 に応える、肩・腰をサポートする W トライアングル設計
抱っこによって負担がかかりやすいママの肩と腰

※画像はイメージです。

ダブル

をサポートする「 W トライアングル設計」を採用。
人間工学に基づいた「らくピタ肩ベルト」を「フィッ
トアジャスター」により肩甲骨の下でしっかり引き寄
せるので、
「らくピタ肩ベルト」が肩から背中のライ
ンにフィットし、体への接触面積が大きくなって、負
荷を分散させる事ができます。また、
「腰らくサポー
トパッド」
（特許出願中）が反り背、猫背を防ぎま
す。肩のトライアングルゾーン、腰のトライアングル
ゾーンを W でサポートします。当社調べで、ママの抱っこひもの悩みのうち、トップは「肩・腰に負担が大き
い」※3 で、2 人に 1 人が回答しており、この悩みに応える設計です。腰痛で悩むパパにもうれしい、という声もい
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ただいております。

「新生児期の首が不安」※3 に応える、自然な抱っこに近い角度を実現する「ママうで抱っこ」、
グラつく赤ちゃんの頭を支える「ヘッドサポート」。さらに赤ちゃんの姿勢に配慮した「あしらくサポート」も
「コアラ ウルトラメッシュ」は、成長途上の未熟なからだの赤ちゃんを守る設計を採用しています。
「ママうで
抱っこ」で、頭を支える能力が未熟な新生児期に、自然な抱っこに近い角度で横向きに抱っこすることができま
す。さらに、首をささえたい時期の縦向きの抱っこや、眠った時などにグラつく頭を支えて守ることができる取り
付け可能な「ヘッドサポート」を付属し、赤ちゃんの大切な首、頭をしっかりサポートします。なお、赤ちゃんの
姿勢にも配慮し、自然な M 字開脚姿勢が無理なくできる「あしらくサポート」もあわせて、未熟なからだの赤ち
ゃんをサポートします。

あしらくサポート
ママうで抱っこ

ヘッドサポート

(特許出願中)

※画像はイメージです。

赤ちゃんの成長にあわせて選べる 4 つの抱き方
赤ちゃんの成長や好みにあわせて 4 つの抱き方が可能です。ママの自然な抱っこの角度で抱くことができる「マ
マうで抱っこ」
、ママと赤ちゃんが互いに顔を合わせられる「タテ対面抱っこ」
、赤ちゃんも外の世界を楽しめる「前
向き抱っこ」、前向きからくるりと回転させられる「おんぶ」です。新生児期には「ママうで抱っこ」と「タテ対面
抱っこ」が選べます。ママも赤ちゃんも抱っこがもっと楽しくなる 4 つの抱き方を提案しています。
※画像はイメージです。

ママうで抱っこ※4

タテ対面抱っこ※5※6

前向き抱っこ

おんぶ

０カ月〜４カ月

14 日〜36 カ月

７カ月〜24 カ月

７カ月〜36 カ月
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汗をかきやすい背中に通気性抜群の「ウルトラメッシュ」を採用
「コアラ ウルトラメッシュ」は、代謝が活発で大人の約２倍汗をかきやす
いといわれている赤ちゃんが快適にすごせるよう２種類のメッシュを組み合わ
せています。特に汗をかきやすい背中部分には、通気性抜群の「ウルトラメッ
シュ」を採用しました。さらに、洗濯機で洗える※7 ので、赤ちゃんが汗をかい
ても、いつも清潔に保つことができます。
※画像はイメージです。
※1 身長や体型によって装着できない場合もあります
※2 インテージ SRI（全国小売店パネル調査）による、抱っこ紐市場「2018 年 7 月から 9 月の累計販売数量シェア」対「2020 年 10 月から
12 月の累計販売数量シェア」
※3 2018 年当社調べ、n=300
※4 ホールディングパッドをご使用ください
※5 生後 14 日以降かつ体重 3.5kg 以上から４カ月（首すわり）まではホールディングパッドをご使用ください
※6 生後 14 日以降１カ月まで、24 カ月を超えてから 36 カ月までは SG マーク対象外です
※7 本体、ホールディングパッド、おやすみカーテン、よだれパッド、サポートベルト、ヘッドサポートを洗濯機で洗えます。
※洗濯ネット使用 ※ねじり又は絞り禁止

【製品概要】
製品名

コアラ ウルトラメッシュ

ネイビー (NV)

ブラック（BK）

カラー

デニムブルー （BL）
フロストグレー（GR）

ライトグレー（GR）

メーカー希望小売価格

25,000 円(税込 27,500 円)

使用期間

0 カ月～36 カ月(体重 15kg まで)

サイズ(mm)

腰ベルトサイズ 64cm～120 ㎝（パパ・ママ兼用 ※身長や体型によって装着できない場合もあります）

付属品

ホールディングパッド・ヘッドサポート・よだれパッド・サポートベルト・おやすみカーテン

製品情報 URL

https://www.aprica.jp/products/sling/koala/
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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）

