
SG 基準認定の自社工場（埼玉県草加市）

製品情報はホームページからご覧いただけます
www.eightex.co.jp

日本エイテックスは日本で初めて「対面式」の抱っこひもを開発した老舗の抱っこひもメーカーです。
設立以来、個性的で安全性の高い商材を中心に展開しております。特に育児用品においては育児スタイルの変化に
沿った独自の製品を自社工場において日本の安全基準に則した仕様で企画製造しております。また、大手アパレル
企業とのダブルネームなど、コラボ製品やOEM製品も数多く手掛けており、「安全・安心な日本製」をモットーに
機動的な自社工場のメリットを最大限に生かした「小ロット生産」「スピード納品」を現実のものとしております。
枠に捕らわれないグローバルな視点から、常に新しい風にチャレンジし、オリジナリティー豊かな物作りを続ける
企業でありたいと考えております。

本社所在地：東京都文京区千駄木 4-11-10　問い合わせ TEL：048-922-0003 （平日 9～ 17 時）

エイテックス 総合カタログ



サンクマニエル キューブ

価格：9,350円（税込）
素材：表/ポリエステル　100%

 裏/ポリエステル　100％
　　　マント内側・ピロー/
  ナイロン     100％

○新生児の寝かせ抱きから 3 歳まで 5 通りに使えます。
○ウエストベルトがないのでお腹を締め付けません。
○付属のピローを使えば首すわり前の縦抱きができます。
○ポケッタブルなのでコンパクトになり持ち運びに便利です。
○赤ちゃんが触れる生地は吸水性と紫外線をカットする機能生地
　“シャダン®” を使用。   ※「シャダン」は KB セーレンの登録商標です。
○2019 年 キッズデザイン賞 受賞

対象月齢：生まれてすぐから36ヶ月(15kg)まで

本体/縦65×横53㎝
収納時/縦25×横21cm
ショルダーベルト/90～144㎝
ブリッジベルト/10～38㎝
重量：345g 
品番：01-125

㎝㎝
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寝かせ抱き しっかり抱き 対面抱き 前向き抱き

おんぶ

ネットに入れて

洗濯機OK

しっかり抱き 前向き抱き おんぶ寝かせ抱き
新生児
　～ 6ヶ月まで

首がすわって
　　～ 24 ヶ月まで

対面抱き
首がすわって
　　～ 24 ヶ月まで

首がすわって
　　～ 36 ヶ月まで

生後 1ヶ月
～首がすわる頃まで

月齢に合わせて使い分け

選べるカラーバリエーション

株式会社とらうべ
助産師 原尻 風葵さん

赤ちゃんは抱っこが大好き。身体面や精神面の発達という
点からみても、抱っこには良い影響があることがわかって
います。サンクマニエルキューブのように、無理なく密着
した抱っこができる抱っこひもは赤ちゃんの成長や使う場
面に合わせて抱き方を変えることができ、安心してたくさ
ん抱っこで過ごすことができます。また、装着が簡単で持
ち運びも便利な点はママやパパにとっても嬉しいですね。
正しく・楽に・安全に、抱っこひもを使ってくださいね。

サンクマニエルは
助産師さんの推奨品

妊娠中もお腹まわりをしめつけない

https://www.eightex.co.jp/?post_type=carry&p=2856


ツインズキャリー  コネクト

価格：26,400円（税込）
品番：01-128

○双子や年子を同時に 2 人ホールドできます。
○前後でホールドするのでバランスが良く、安定します。
○抱っこひもはそれぞれ単体で、抱っことおんぶに使用できます。
○表生地は撥水加工生地なので汚れにくくお手入れが簡単です。
○裏生地は立体構造のメッシュ生地で通気性に優れています。
○安全面に配慮した設計で SG マーク取得済みです。（単体使用時のみ）
○2020 年 キッズデザイン賞 受賞

対象月齢：首がすわってから36ヶ月(15kg)まで

3

対面抱きツインズ抱き おんぶ

Twins Carrier
Connect

ツインズキャリー コネクト

２つの抱っこひもで 3通りに使えます

双子を同時に抱っこできる

[本体Aサイズ]
本体：縦60×横36cm
ショルダーベルト：60～100cm
ウエストベルト：50～105cm
重量：400g

[本体B+パーツCサイズ]
本体：縦76×横44cm
ショルダーベルト：70～120cm
ウエストベルト：50～110cm
重量：450g

素材：表/ポリエステル　100%
 裏/ポリエステル　100％

ネットに入れて

洗濯機OK

ウエストベルト
タイプ

https://www.eightex.co.jp/?post_type=carry&p=3506


チェリーピンク ターコイズ

ブラック

チャコールグレー

ネイビー グリーン

▲くるくる丸めて本体を収納すれば
腰に巻き付けておけるので荷物に
なりません。

▲ウエストベルト部分を収納すれば
ママバッグやベビーカーのかごに
入れても邪魔になりません。

キャリフリー サイドキャリーポケット

価格：5,280円（税込）
素材：表ポリエステル 100%
 裏ポリエステル 100％
重量：260g 
品番：01-116

○肩と腰で支えるタイプの抱っこひも。
○腰に付けたまま収納できるので出し入れがスピーディ！
○左右どちらの肩でも使用でき、
　幅広のショルダーベルトが負担を軽減します。
○静電気が起きにくく、しわになりにくい生地を使用。
○裏地はメッシュ生地で通気性が良く、快適です。
〇2019 年 キッズデザイン賞 受賞

対象月齢：首がすわって（４ヶ月）から36ヶ月(15kg)まで

本体/縦43.5×横41.5㎝
ショルダーベルト/37～120㎝
ウエストベルト/43～130㎝
収納時/縦11×横24㎝ 1

持ち運びやすい ポケッタブル機能

丸ごと収納！

サイド抱き

腰骨抱き専用
（サイド抱き）

ネイビー グレー

ブラック ブラウン

▲ブリッジベルト付きなので、
肩ひもが肩から外れにくく安定して
保持することができます。

▲しっかりした腰ベルト付き
なのにきちっとたためばこんなに
コンパクト！（たたみ方動画あり）

キャリフリー 2WAYウエストベルトキャリー

価格：8,690円（税込）
素材：ポリエステル 　65%
 綿　　　　　　 35％
重量：495g 
品番：01-103

○肩と腰で支えるタイプの抱っこひも。
○ガッチリとしたウエストベルトなので肩への負担を軽減。
○スリーピングフード付きで頭を優しく支えます。
○大きめのポケットがワンポイントになっておしゃれ。
○落ち着いたツートーンカラーで使いやすいデザイン。

対象月齢：首がすわって（４ヶ月）から36ヶ月(15kg)まで

本体/縦47×横39㎝
ショルダーベルト/65～115㎝
ウエストベルト/60～120㎝ 2

ブリッジベルト付き しっかりなのにコンパクト

対面抱き おんぶ

おんぶ対面抱き
首がすわって
　　～ 24 ヶ月まで

首がすわって
　　～ 36 ヶ月まで

ウエストベルト
タイプ

ネットに入れて

洗濯機OK

ネットに入れて

洗濯機OK

https://www.eightex.co.jp/?post_type=carry&p=2305
https://www.eightex.co.jp/?post_type=carry&p=1888


チェリーピンク ターコイズ

ブラック ネイビーチャコールグレー

▲くるくる丸めて本体を収納すれば
腰に巻き付けておけるので荷物に
なりません。

▲ウエストベルト部分を収納すれば
ストラップでベビーカーに
ぶら下げておくこともできます。

キャリフリー コンパクト

価格：6,930円（税込）
素材：表ポリエステル 100%
 裏ポリエステル 100％
重量：320g 
品番：01-126

○抱っことおんぶで使える腰ベルトタイプの抱っこひも。
○腰に付けたまま収納できるので出し入れがスピーディ！
○ブリッジベルト付きなのでショルダーベルトがずれにくい！
○静電気が起きにくく、しわになりにくい生地を使用。
○サッと装着できるので赤ちゃんを待たせず、サッと抱っこ。
〇2019 年 キッズデザイン賞 受賞

対象月齢：首がすわって（４ヶ月）から36ヶ月(15kg)まで

本体/縦44×横42㎝
ショルダーベルト/55～110㎝
ウエストベルト/～127㎝
収納時/縦15×横22㎝

持ち運びやすい ポケッタブル機能

オレンジ

レッド デニムブルースター デニムブラックスター

ブラック グリーンネイビー

キャリフリー  ポケッタブルキャリー

価格：6,380円（税込）　
素材：ポリエステル 100%
　　　柄部分／綿100％
重量：260g 
品番：01-108

○抱っことおんぶで使える腰ベルトタイプの抱っこひも。
○ファスナー付きポケットに収納すればポケッタブルに。
○ブリッジベルト付きなのでショルダーベルトがずれにくい！
○静電気が起きにくく、しわになりにくい生地を使用。
○サッと装着できるので赤ちゃんを待たせず、サッと抱っこ。
○ウエストベルトがないので妊娠中もお腹を締め付けません。

対象月齢：首がすわって（４ヶ月）から36ヶ月(15kg)まで

本体/縦42×横42㎝
ショルダーベルト/90～135㎝
ブリッジベルト/～45cm
収納時/縦19×横23㎝

▲妊娠中でもお腹周りを締め付け
ません。腰回りがスッキリした
着け心地です。

▲ファスナーを開けてひっくり返せ
ば本体が丸ごと収納されるので持ち
運びやすくなります。

ウエストベルトがない ポケッタブル機能

2

対面抱き おんぶ

対面抱き おんぶ

おんぶ対面抱き
首がすわって
　　～ 24 ヶ月まで

首がすわって
　　～ 36 ヶ月まで

対面抱き
首がすわって
　　～ 24 ヶ月まで

おんぶ
首がすわって
　　～ 36 ヶ月まで

ウエストベルトが
ないタイプ

19cm 23cm

22cm22cm

15cm

22cm

2

ウエストベルト
タイプ

ネットに入れて

洗濯機OK

ネットに入れて

洗濯機OK

https://www.eightex.co.jp/?post_type=carry&p=2701
https://www.eightex.co.jp/?post_type=carry&p=2079


デニムブラックスター

デニムブルースター

キャリフリー 　チェアベルト

品番：01-069

本体/縦48×横50㎝
胴回り/80～105㎝
サポートベルト/55～130㎝

対象月齢：腰がすわって～3歳くらいまで

○大人用の椅子や、ベルトの無いベビーチェアに赤ちゃんを
　座らせられる補助ベルト。
○帰省先やお出かけ先などで役立ちます。
○ママの腰に付ければ両手が空くので食事がしやすくなります。
○軽くてコンパクトになるので持ち運びもらくらく。
○無地とかわいい柄生地を使用した豊富なラインアップ。

チェアベルト

価格：2,090円（税込）
素材：
無地部分／ポリエステル100％
　柄部分／綿100%
重量：110g

ベビーチェアのないレストランや
帰省先で、大人用の椅子に座らせ
ることができます。
ママに付ければお食事サポートも
しやすくなって笑顔でお食事♪

株式会社とらうべ
助産師 原尻 風葵さん

離乳食をスムーズに進めていくためには、ママやパ
パと一緒に食卓を囲んで「食べることが楽しい！」
という体験を共有できるように少し工夫することも
必要です。赤ちゃんのその時々のご機嫌や行動に応
じてお座りをサポートできて、ママやパパの膝の上、
ベビーチェア、大人と同じ椅子で安心してお座りが
できるチェアベルトが便利ですね。

チェアベルトは
助産師さんの推奨品

キャリフリー 　チェアベルトタッチ

本体/縦48×横50㎝
胴回り/80～105㎝
サポートベルト/55～130㎝

対象月齢：腰がすわって～3歳くらいまで

○表地に抗菌・抗ウイルス加工生地を使用したチェアベルト。
○大人用の椅子や、ベルトの無いベビーチェアに赤ちゃんを
　座らせられ、帰省先やお出かけ先などでも役立ちます。
○ママの腰に付ければ両手が空くので食事がしやすくなります。
○軽くてコンパクトになるので持ち運びもらくらく。

価格：2,200円（税込）
素材：表/綿100%
  裏/ポリエステル100%
重量：105g
品番：01-069

ネットに入れて

洗濯機OK

ネットに入れて

洗濯機OK

ネイビー パープル

チェリーピンク ターコイズチャコールグレーレッド

イエローブラック

繊維上の特定ウイルスを99％以上減少繊維上の特定ウイルスを99％以上減少

抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE®/ クレンゼ ®」は、固定化抗
菌成分「Etak®/ イータック」を活用し、繊維表面に強力に固定化するクラボ
ウ独自の加工技術です。繊維上の特定のウイルスの数を99%以上減少させま
す。また “生乾き臭” の原因の一つといわれる繊維上のモラクセラ菌や黄色
ブドウ球菌など、細菌の増殖を制御します。洗濯耐久性にも優れています。

家庭洗濯 50 回後でも抗菌・抗ウイルス効果のある事を確認しています。
抗菌・抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。
抗ウイルス加工はウイルスの働きを制御するものではありません。
抗菌性、抗ウイルス性の評価に関しましては、倉敷紡績（株）の独自評価によるものです。

ネイビー グリーン

パープル ピンク



キャリフリー 　チェアベルトRE（リユースパッケージ付き）

本体/縦48×横50㎝
胴回り/80～105㎝
サポートベルト/55～130㎝

対象月齢：腰がすわって～3歳くらいまで

○表生地は撥水生地なので汚れをサッと拭き取ることができます。
○大人用の椅子や、ベルトの無いベビーチェアに赤ちゃんを
　座らせられ、帰省先やお出かけ先などでも役立ちます。
○ママの腰に付ければ両手が空くので食事がしやすくなります。
○リユースできるオリジナルパッケージ付き。

価格：2,530円（税込）
素材：無地/ナイロン　100％
 柄部分/綿　　　100%
重量：115g
品番：01-069

キャリフリー 　チェアベルト（はっ水＆メッシュ）

本体/縦48×横50㎝
胴回り/80～105㎝
サポートベルト/55～130㎝

対象月齢：腰がすわって～3歳くらいまで
○表地に撥水生地を使用したチェアベルト。
○大人用の椅子や、ベルトの無いベビーチェアに赤ちゃんを
　座らせられ、帰省先やお出かけ先などでも役立ちます。
○ママの腰に付ければ両手が空くので食事がしやすくなります。
○表地はおしゃれなワッフル生地。
○裏地は通気性の良いメッシュ生地で蒸れにくく快適です。

価格：2,530円（税込）
素材：ポリエステル100％
重量：110g
品番：01-069

イエロー（はっ水） ネイビー（はっ水）はっ水生地 メッシュ生地

ブラックスター ネイビーカモフラージュ グレーレオパード

環境に配慮したパッケージを採用したチェアベルト。
リユース（再利用）できるのでゴミをリデュース（削減）します。

ネットに入れて

洗濯機OK

ネットに入れて

洗濯機OK

https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=3944
https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=2713


▲肩をしっかりホールドするので
急な立ち上がりやすり抜けを防止
ししてより安全に。

▲幅の太いベルトで、腰への食い
込みがしにくく、イスへの固定も
安定します。

キャリフリー 　チェアベルトホールド

本体/縦48×横26㎝
サポートベルト：約113cmまで
ショルダーベルト：最長40cm まで
胴回り：60cm～88cm

対象月齢：腰がすわって～3歳くらいまで

○外出先やレストランなどで大人用のイスやベルトのないイス
　に取り付けられる安全補助ベルト。
○ショルダー（肩）ベルト付きなので、急な立ち上がりも制御します。
○保護者の腰に装着すればひざの上でも両手が空くのでお食事
　サポートが楽になります。
○サポートベルトが太いので食い込みにくく、安定します。
○豊富な柄からお選びいただけます。

価格：2,640円（税込）
素材：柄部分/ 綿100％
　　　無地/ポリエステル100%
重量：155g
品番：01-141

ネットに入れて

洗濯機OK

サポートベルト：約113cmまで
ショルダーベルト：最長40cm まで
胴回り：64cm～88cm

対象月齢：腰がすわって～3歳くらいまで

○ショルダー（肩）ベルト付きチェアベルトのメッシュバージョン。
○保護者の腰に装着すればひざの上でも両手が空くのでお食事
　サポートが楽になります。
○サポートベルトが太いので食い込みにくく、安定します。
○調整しやすいナイロン素材のテープを使用。
○おしり部分のすべり止めがずれにくくするので安心です。

価格：3,080円（税込）
素材：メッシュ部分/ ポリエステル100％
　　　すべり止め部分/レーヨン100%
重量：210g
品番：01-140

ネットに入れて

洗濯機OK

キャリフリー 　チェアベルト　ショルダー＆メッシュ

ショルダーベルト サポートベルト

▲立体構造のハニカム生地はクッ
ション性があり、通気性が良いの
で洗濯してもすぐに乾きます。

▲イスへの接地面にすべり止め生
地を使用しているのでずれにくく
安全です。

メッシュ生地 すべり止め生地

1.ディープネイビー 2.サンドベージュ 3.フォレストカーキ 4.ミントグリーン 5.アイスブルー 6.コーラルピンク

素材：表/1,6　ポリエステル65% 綿35%
 　  2,3,4,5　綿100%

裏/全共通　ポリエステル100%
重量：160g

マルチストライプ マリーフラワービッグドットウエーブ

ウエーブオレンジ ドットローズ ドットターコイズ

ガーデングレー ガーデンオレンジ

ネイビー ブラック

オレンジ

チェアベルト肩ベルト付きタイプ

キャリフリー 　チェアベルトホールド（ソリッドシリーズ）

https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=3410
https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=3603


ネイビーブラック

レッドオレンジ
キャリフリー 　チェアベルトポケット

本体/縦48×横50㎝
収納時/縦18×横18cm
サポートベルト/～120㎝
セーフティーベルト/～64cm

対象月齢：腰がすわって～3歳くらいまで

○大人用の椅子や、ベルトの無いベビーチェアに赤ちゃんを
　座らせられる補助ベルト。
○ママの腰に付ければ両手が空くので食事がしやすくなります。
○セーフティーベルト付きなので急な立ち上がりにも安心。
○固定するベルト（サポートベルト）が約４cm幅あるので安定します。
○くるっとひっくり返せばコンパクトに収納できます。
○ストラップ付きで持ち運びもしやすく便利です。

チェアベルト

価格：3,520円（税込）
素材：ポリエステル100%
重量：170g
品番：01-110

ベビーチェアのないレストランや
帰省先で、大人用の椅子に座らせる
ことができるチェアベルトが
ママの声にお応えして進化しました！
ポケッタブルになって
持ち運びに便利！！

急な立ち上がりや転落を防止する
セーフティーベルトが付きました

くるっとひっくり返すとポーチ型
に！持ち運びやすくなりました

ママに付ければ両手が使えるので
お食事サポートがしやすく快適に

株式会社とらうべ
助産師 原尻 風葵さん

離乳食をスムーズに進めていくためには、ママやパ
パと一緒に食卓を囲んで「食べることが楽しい！」
という体験を共有できるように少し工夫することも
必要です。赤ちゃんのその時々のご機嫌や行動に応
じてお座りをサポートできて、ママやパパの膝の上、
ベビーチェア、大人と同じ椅子で安心してお座りが
できるチェアベルトが便利ですね。

チェアベルトは
助産師さんの推奨品

ネットに入れて

洗濯機OK

https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=2145


キャリフリー 　チェアベルトポケット（柄シリーズ）

本体/縦48×横50㎝
収納時/縦18×横18cm
サポートベルト/～120㎝
セーフティーベルト/～64cm

対象月齢：腰がすわって～3歳くらいまで

○大人用の椅子や、ベルトの無いベビーチェアに赤ちゃんを座らせられる
　補助ベルト。
○ママの腰に付ければ両手が空くので食事がしやすくなります。
○セーフティーベルト付きなので急な立ち上がりにも安心。
○固定するベルト（サポートベルト）の幅が約４cmあるので安定します。
○くるっとひっくり返せばコンパクトに収納できます。
○柄生地を使用した豊富なラインアップ。

価格：3,520円（税込）
素材：柄部分/綿100％
　　　無地/ポリエステル100%
重量：170g
品番：01-110

デニムブラックスターデニムブルースター

ガーデンオレンジ

スターブラック

カモフラージュネイビー

レオパードグレー

ガーデングレー

ネットに入れて

洗濯機OK

https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=2145


カ ド リ ー

1. 冷やさなくても常温で使える冷却剤を採用。
2. 吸熱放熱サイクルで冷感が持続します。
3.ぬるくなっても水で冷やせばひんやり感が復活 !

　新開発の【冷感持続技術】を採用した冷却剤は、体温より少し低
い温度で固体（つぶつぶ）から液状化し、その吸熱する力が大き
いのでひんやり感が持続します。また、液状化した冷却剤は室温より
高いので、吸熱した熱を空気中に放出して固体に戻る性質を合わせ
持つことからひんやり感がさらに持続します。固体は一度溶けてしまっ
ても再び固体化し、熱吸収を繰り返します。
※ぬるくなった冷媒パッドは氷水や冷水、冷蔵庫で10～15分程度浸すとひんやり感が復活します。
※室温が 30℃以上の場合は冷媒パッドを冷蔵庫（２～ 6℃くらい）で 30 分間冷やしてからお使い
　いただく事をおすすめします。

ひんやりカドリー
　　冷却剤の特長としくみ

生地の特長

※冷媒パッドは消耗品です。

冷却剤の特性上、冬季など低温になると固まってしまう事があります。
気温が高くなる夏にかけて自然と溶けて柔らかくなりますが、

結晶が多く含まれている個体は固まったまま自然には溶けない場合がありますので
その場合はお湯で溶かしてあげてください。

一度溶かしてあげればまたご使用いただけますのでご安心ください。

冷却剤のしくみ

▲立体構造のハニカムメッシュは
　通気性が良く蒸れを逃します。

▲コットン100% のダブルガーゼは
　吸水速乾性に優れています。

冷媒パッドが硬くなってしまったら

➡ ➡

Instagram
公式アカウントでも
ご案内しています

https://www.instagram.com/p/CAxPtzHJTDg/


ひんやりカドリー　ビトウィーンパッド

サイズ：カバー　　 縦26×横24cm
 　冷媒パッド  縦18×横20cm　
　　　　ストラップ    13cm（クリップ含む）

○新開発の冷却剤を使用した吸熱パッド。
○赤ちゃんとママの間に挟んで密着熱を軽減します。
○表生地は吸水性に優れたコットン 100% のダブルガーゼ。
　肌触りが良いので赤ちゃんも快適に過ごせます。
○裏生地は立体構造の生地が隙間を作り、通気性を良くします。
○クリップではさむだけなので取り付けも簡単。

価格：2,640円（税込）
素材：表 / 綿100％
　　　裏 / ポリエステル100%
冷媒パッド / 袋：EVA
　　　　内容物：硫酸ナトリウム
重量：290g（冷媒パッドのみ250g）
品番：01-100

▲裏側から冷媒パッドを入れれ
ばセット完了。

▲クリップではさむだけで取り付け
できるので装着もスムーズです。

冷媒パッドをセット クリップで取付簡単

ドットネイビーマリンネイビー

グレースター

ひんやりカドリー　ベビーカーシート

サイズ：カバー　　 縦72×横28cm
 　冷媒パッド  縦18×横20cm　
　　　　ストラップ    27cm

○新開発の冷却剤を使用したベビーカー用シート。
○赤ちゃんの背中の蒸れを軽減します。
○表生地は吸水性に優れたコットン 100% のダブルガーゼ。
○裏生地は立体構造なので隙間を作り、通気性を良くします。
○ひもで取り付けるタイプで微調整も簡単です。
○3 点式・5 点式どちらでも使えます。

価格：3,850円（税込）
素材：表 / 綿100％
　　　裏 / ポリエステル100%
冷媒パッド /  袋：EVA
（2個入）　内容物：硫酸ナトリウム

重量：600g（冷媒パッドのみ250ｇ/個）
品番：01-101

▲オリジナルの形状が、様々な
タイプのベビーカーに対応します。

▲ひもで結わくタイプなので取付が
簡単。微調整もしやすく便利です。

3・5点式に対応 微調整可能なストラップ

マリンネイビー ドットネイビー

ストライプブルー

グレースター
裏側▶

ストライプブルー

ドットセサミ

ネットに入れて

洗濯機OK

ネットに入れて

洗濯機OK

https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=1827
https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=1789


②シャダン

③他生地

④何もない
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の特長
シャダンの生地は、糸の芯部に配合されたセラミックが
太陽光に含まれる赤外線を反射し、紫外線をカットする
ことで強い日差しからケープ内の温度上昇を抑えます。
そのため、使用中に内側に手を入れてみると、直射日光
より 3℃低い温度が保たれ、涼しく感じるのです。
肌触りの良いニット生地は通気性がよく、洗濯してもす
ぐに乾くのでいつも清潔に保つことできます。
（洗濯を繰り返しても効果は変わりません）

Ｙ字の繊維が隙間を作り、
水分を瞬時に吸水＆拡散  
するのですぐに乾きます。

赤外線
を

反射！

紫外線
を

  ブロック
！

糸の断面図
イメージ

※SHADAN（シャダン）はＫＢセーレン（株）の登録商標です。

ユグノー　シャダンケープ

サイズ：本体/横80×縦90㎝（フード含む）
　　　　着丈/70cm
　　　　身幅/80cm

○抱っこひもやベビーカーに使える 2WAY ケープ。
○紫外線、赤外線を反射する特殊生地で体感温度が－3℃！
○足元は袋状になっているので足がはだけにくい構造です。
○クリップではさむだけで取り付けられるので簡単便利。
○日差しだけでなく、冷房よけや肌寒い時の肌掛けとしても
　使えるので 1 年中役立つ優れものです。

価格：4,620円（税込）
素材：ポリエステル　100%
重量：180g
品番：01-088

▲裾が袋状になっているので足が
はみ出にくく、足先まで紫外線から
守ります。

▲ベビーカーの日差しよけでは
カバーしきれないところをガード
できます。

足が出にくい設計 ベビーカーでも

スキニーグレー スキニーネイビー スキニーレッド

スキニーベージュ スキニーイエロー スキニーライトブルー

クリップで取り付け簡単

【紫外線遮蔽率】97％（スキニーベージュのみ 96％）
UV
CUT
ネットに入れて

洗濯機OK

https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=2714


ユグノー　シャダンマルチブランケット

サイズ：本体/縦75×横65㎝
マルチクリップ/21～30cm

○ひざ掛け、肌掛け、冷房よけ、敷きマットなど様々な用途に
　使えるブランケット。
○体感温度 -３℃の遮熱効果と UV カット率 97％の機能素材
　「シャダン」を使用。
○通気性の良いサラサラメッシュで暑い日のお出かけも快適に。
○マルチクリップはどこにでも簡単に取り付けられ、
　長さ調節できるので便利です。
○持ち運びに便利なリユースパッケージ入り。

価格：2,860円（税込）
素材：本体/ポリエステル 100%
重量：100g
品番：01-130

▲持ち運びに便利なチャック付
きのポーチに入っています。

収納ポーチ

スキニーグレー スキニーネイビー

スキニーイエロー スキニーライトブルー

UV
CUT

ユグノー　シャダンフットカバー

サイズ：本体/縦45×横55㎝
　　　　ストラップ/～18cm

○ベビーカーの日差しよけでカバーしきれないひざ下をカバー。
○紫外線、赤外線を反射する特殊生地で体感温度－3℃！
○足元は袋状になっているので足がはみ出にくく、裏側にナイ
　ロン生地が貼ってあるので靴のまま使用できます。
○バックル式ストラップで取り付け簡単、長さ調節もできます。
○日差しだけでなく、冷房よけや肌寒い時の肌掛けとしても
　使えるので 1 年中役立つ優れものです。

価格：2,970円（税込）
素材：本体/ポリエステル　100%
　　　袋部分/ナイロン　　100％
重量：95g
品番：01-098

▲裾が袋状になっているので足が
はみ出にくく、内側はナイロン生地
なので靴のまま使用できます。

▲カチッと留めるだけで取り付け
できるバックル式なので長さ調節
もつけたままＯＫ！

足が出にくい設計 ワンタッチバックル

スキニーブルー スキニーレッド

サーモンピンク ライトブルー

【紫外線遮蔽率】95％（スキニーは 97％） UV
CUT

ネットに入れて

洗濯機OK

▲長さ調節ができるクリップ
は上下が挟めるのでどこにで
も簡単に取り付けられます。

マルチクリップ付き

ネットに入れて

洗濯機OK

【紫外線遮蔽率】97％

https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=1835
https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=3249


赤外線を吸収する　　　　　とその熱を保つ
があり、衣服内温度の上昇を促進する防寒機能素材です。

ユグノー　ポケッタブル2WAYケープ
○特殊素材の「フィールサーモ ®」を使用した抱っこひもと
　ベビーカーで使えるあったかケープ。（内側はフリース）
○ファスナー付きポケット部分に収納すればくるっとまとまる
　ポケッタブルなので持ち運びに便利です。
○ホック付きストラップを巻き付けて固定するので簡単です。
○フードはホック留めで取り外せるのでベビーカーの時は外し
　てスッキリスタイルでお出かけできます。
○表側ははっ水加工生地なので急な雨でも安心です。

価格：5,720円（税込）
素材：本体/ポリエステル100%
重量：230g
品番：01-115

▲裾が袋状になっているので足が
はみ出にくく、足下からの冷たい
風もブロックするので暖かです。

▲フードは取り外せるので、ベビー
カーで使う時に邪魔になりません。

足が出にくい設計 取り外しできるフード

グレーネイビーブラック

ブラウンカーキ

フィールサーモ は、ＫＢセーレン㈱の登録商標です。

▲2段階に調節できるホック
付きなのでお子様の大きさに
合わせて使えます。

ホックで取り付け

※フィールサーモシリーズの製品は当社の企画により中国で縫製しておりますが、生地や部材の調達、検品やパッケージング、検針作業は日本国内で行っております。

29cm

サイズ：本体/横80×縦90㎝（フード含む）
　　　　着丈/70cm、身幅/80cm
 収納時/26.5×23cm
 ストラップ/15cm
 ループ/6cm

https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=2339


ユグノー　ＦＴベビーカーシート

サイズ：本体/縦80×横38.5㎝
　　　　ストラップ/29cm

○特殊素材の「フィールサーモ ®」とふわふわのボア生地を使用
　したベビーカー用シート。
○蓄熱保温効果のある生地が背中側から暖かさを保ちます。
○赤ちゃんが触れる表面には手触りの良いボア生地を使用して
　いるので見た目にも暖かです。
○ひもで取り付けるタイプ微調整も簡単です。　
○3 点式・5 点式どちらでも使えます。

価格：2,750円（税込）
素材：ポリエステル100%
重量：120g
品番：01-107

▲ひもで固定するのでどこにで
も取り付けられ、長さの微調整
ができます。

▲おしりから足先にかけての生地
が二股になっているので、ホック
で固定します。

ひもで取り付け ホックで留めます

ユグノー　ＦＴフットマフ

サイズ：本体/縦67×横54㎝
　　　　ストラップ/～16cm

○特殊素材の「フィールサーモ ®」を使用したフットマフ。
○内側は軽くて暖かいフリースを使用。
○ズボンのような形状なので、低月齢の赤ちゃんも足先まで
　すっぽり入ります。
○抱っこひもの内側から着用できるので隙間風が入りにくく
　暖かです。
○表側ははっ水加工生地なので急な雨でも安心です。

価格：3,850円（税込）
素材：本体/ポリエステル100%
重量：175g
品番：01-117

▲裾が袋状になっているので足が
はみ出にくく、足下からの冷たい
風もブロックするので暖かです。

▲2段階に調節できるホック付き
なのでお子様の大きさに合わせて
使えます。

足が出にくい設計 ホックで取り付け

ネイビーブラック

表

グレー

67cm

54cm

38cm

裏

https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=2358
https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=2052


▲左右でホックを留めればタイヤへの巻き込みを防止できます。

モカ ベージュ

ユグノー　ライトウォームケープ

サイズ：着丈：85cm　身幅：71cm
ストラップ長さ：16cm（2段階調節）
カラー：ネイビー、ブラウン

○冷たい風や雨からベビーを守ってくれるフード付きのケープ
○裾部分を折り返すと袋状になるので足をすっぽり覆えます
○ホックの位置を変えれば全体の長さを調整でき、成長に合わ
　せて長く使えます
○表地ははっ水性と防風性のある生地を使用
○裏地は軽くてあたたかいフリースで肌あたりが良く、触れて
　も冷っとしません
○ママの手も寒さから守ってくれる、ポケット付き

価格：4,620円（税込）
素材：ポリエステル100%
重量：305g
品番：01-148

ここが便利！

ユグノー　ウインドブレーカーケープ

サイズ：着丈：81cm　身幅：69cm
ストラップ長さ：16cm（2段階調節）

○冷たい風や雨からベビーを守る、フード付きケープ
○裾部分を折り返すと袋状になるので足をすっぽり覆えます
○ホックの位置を変えれば全体の長さを調整でき、成長に合わ
　せて長く使えます
○表側ははっ水性と防風性のある生地で、メッシュを裏地にし
　ているので蒸れにくく、ペタつきません
○ママの手も寒さから守ってくれる、ポケット付き

価格：4,180円（税込）
素材：本体/ポリエステル100%
重量：170g
品番：01-143

▲裾をひっくり返して袋状にすれば足がはみ出にくく、足下からの
　冷たい風もブロックします。ホックの位置で袋の深さを３段階に調節！

裾をひっくり返せばＯＫ！

グレー

ネットに入れて

洗濯機OK

ネットに入れて

洗濯機OK



カドリー　ショルダーカバー パイル&ガーゼ

サイズ：縦16×横8.5cm
　　　　ショルダーベルトの周囲
　　　　最大17.5cmまで対応

○抱っこひも用よだれカバー。
○2 種類の異素材を舌で感じて探求心をくすぐります。
○星柄のガーゼはダブルガーゼで肌ざわり抜群。
　パイル地はふわふわで吸水性があります。
○裏地ははっ水効果があるのでよだれの染み込みを防ぎます。
○ホックで簡単に取り付けられます。

価格：1,430円（税込）
素材：パイル地  / 綿76％、ポリエステル24％
　　　ダブルガーゼ / 綿100％
　　　裏 / ナイロン100%
重量：33g
品番：01-127

▲ダブルガーゼとパイルの生地
が探求心をくすぐります。
※異素材を舌で感じます。

▲はっ水性のあるナイロン生地
なので、よだれが抱っこひもに
しみにくく清潔を保ちます。

2種類の生地 内側はナイロン生地

グレースター

▲2 か所のホックを留めるだけ
なので着脱が簡単です。

簡単ホック留め

ピンクスター

アクアスターネイビースター

カドリー　ショルダーカバー　リバーシブル

サイズ：縦16×横8.5cm
　　　　ショルダーベルトの周囲
　　　　最大17.5cmまで対応

○リバーシブルに使える抱っこひも用よだれカバー。
○気軽に洗えるので抱っこひもを清潔に保ちます。
○ダブルガーゼを両面に使用し、リバーシブルで使えます。
○その日の気分や服装に合わせて柄を選べます。
○厚みのある抱っこひものショルダーベルトにも装着可能。
○ホックで簡単に取り付けられ、ずれにくく安心です。

価格：1,265円（税込）
素材：ダブルガーゼ / 綿100％
重量：31g
品番：01-144

グレースター×ドットミント

マリンブルー×ネイビースター

ストライプブルー×アクアスター

ドットセサミ×ピンクスター

ドットネイビー×マリンレッド

ネットに入れて

洗濯機OK

ネットに入れて

洗濯機OK

https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=3908
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カ ド リ ー

▲はっ水性のあるナイロン生地
で水分を通しにくく、抱っこひも
をよだれから守ります。

内側はナイロン生地

カドリー　ショルダー＆コーナーカバー

サイズ：縦22×横14cm
　　　　ショルダーベルトの周囲
　　　　最大17.5cmまで対応

○抱っこひも用よだれカバー。
○ショルダーベルトと本体の結合部分（角）を覆える構造です。
○肌触りの良いダブルガーゼタイプと、吸水性に優れた機能生
　地タイプの 2 種類。
○裏地ははっ水効果があるのでよだれの染み込みを防ぎます。
○ホックで簡単に取り付けられ、ずれにくく安心です。
○2019 年 キッズデザイン賞 受賞
価格：1,595円（税込）
素材：ダブルガーゼ / 綿100％
　　　吸水速乾生地 / ポリエステル100%
　　　　　　　　裏 / ナイロン100 %
重量：45g
品番：01-124

ドットネイビー

ドットセサミ

ボーダーネイビー

ラインネイビー

ライングレー

ストライプブルー

マリンネイビー
（ダブルガーゼ）

（ダブルガーゼ） （ダブルガーゼ）

（ダブルガーゼ）

（吸水速乾）

（吸水速乾）

（吸水速乾）

ネットに入れて

洗濯機OK

▲背中に差し込むだけで汗を
しっかり吸収します。折り返
せば星柄が見えておしゃれ。

背中の汗を吸収
▲ポケット構造になっているの
で背中に差し込みやすい。

ポケット構造

カドリー　汗取りパッド

サイズ：縦25×横14.5cm
　　　　 ポケットの深さ 19cm

○赤ちゃんの背中の汗を吸水するパッド。
○汗をかいたらサッと抜き取れるので着替える手間が減ります。
○肌触りの良いダブルガーゼタイプと、吸水性に優れたパイル地
　のリバーシブル仕様で蒸れにくく快適です
○薄手だから夏場でも熱がこもりにくく、快適に過ごせます。
○ポケット構造だから背中からスッと差し込めます。
○洗い替えに便利な 2 枚セット。
価格：1,408円（税込）
素材：パイル / 綿76%　ポリエステル24 %
　　　ガーゼ / 綿100％
重量：20g
品番：01-134

ネットに入れて

洗濯機OK

グレースター ピンクスター ネイビースター イエロースター

https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=2775
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▲背中に挟んで汗取りにしたり
抱っこひもをカバーして
よだれカバーとしても。

使い方いろいろ
▲クリップ式だから衣服などに
直接取り付けできます。

クリップ式

カドリー　胸元よだれパッド

サイズ：縦27.5cm×横27.5cm
ストラップの長さ：14cm

○抱っこした際に洋服をよだれから守るパッド。
○クリップ式なので抱っこひもが無くても衣服に直接
　取り付けられます。
○ダブルガーゼで肌あたりが優しく、裏地のパイル生地は
　よだれや汗を吸収します。
○ウレタン入りなので生地がよれにくく、不快感を軽減。
○赤ちゃんの背中に挟んで、汗取りパッドとしても使えます。
価格：1,485円（税込）
素材：パイル / 綿76%　ポリエステル24 %
　　　ガーゼ / 綿100％
重量：40g
品番：01-137

ネットに入れて

洗濯機OK

グレースター
ピンクスター

ネイビースター

イエロースター

▲表側にはダブルガーゼ
裏側にはパイル生地を使用
しています。

優しい生地
▲ミルクをキャッチできる
ポケット付きでくるっと丸めて
収納することもできます。

ポケット構造

カドリー　バープクロスポケット

サイズ：縦44cm×横20cm
ポケットの深さ9cm

○授乳後のげっぷの際の吐き戻しをキャッチするクロス。
○ポケット付きなので量が多くても安心です。
○天然の吸水速乾効果のあるダブルガーゼと、通気性の良い
　パイル生地を使用。
○抱っこの時のよだれ防止や、前掛けとしても使えます。
○くるくる丸めてポケットに収納すれば持ち運びにも便利。

価格：1,408円（税込）
素材：パイル / 綿76%　ポリエステル24 %
　　　ガーゼ / 綿100％
重量：30g
品番：01-133 ネットに入れて

洗濯機OK

グレースター ピンクスター

ネイビースター イエロースター

https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=3877
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▲柄生地と無地のリバーシブル。
はっ水裏地付きなので急な雨で
も抱っこひもをカバーできます。

リバーシブル
▲お手持ちの抱っこひもを丸め
た時の周囲が 53cm までは収納
可能です。

対応サイズ

抱っこひも収納カバー

サイズ：縦13cm×横46cm

○抱っこひもを腰に着けたままくるっと丸めて収納できます。
○ゆとりのあるサイズなので出し入れがスムーズ。
○ホック留めなので口が開きにくく安心です。
○ウエストベルトに通すタイプなのでなくす心配がありません。
○内側にははっ水生地を使用しているので、急な雨の時はひっ
　くり返せば抱っこひもが濡れずにすみます。

価格：1,760円（税込）
素材：表 / 綿100%
　　　裏 / ポリエステル100％
重量：70g
品番：01-129 ネットに入れて

洗濯機OK

ドットターコイズ ドットピンク フラワーブラック フラワーネイビー

ウエーブベージュ グリーンリーフ

ブラック ネイビー

デニムブラックスター

着けたまま抱っこＯＫ 丸めたサイズが
約53cmまで収納可能

ベビーカーリストストラップ

サイズ：本体/幅2cm　全長約40cm
 　 ループ円周/約26cm

○ベビーカーと大人の手首をつなぐストラップ。
○うっかりしてベビーカーが勝手に離れてしまうのを防ぎます。
○急な下り坂や斜面、タイヤのロックをする時なども安心です。
○ベビーカーの荷物によりバランスを崩した時なども
　ストッパーになります。
※あくまで補助具であり、ベビーカーの転倒や事故を防ぐもの
　ではありません。
価格：660円（税込）
素材：綿 100%
重量：7g
品番：01-151 手洗い

マルチフラワー

ブルーフラワー

モノトーンフラワー

・タイヤのロック解除時

・駅のホーム

・急な下り坂

・タイヤのロック解除時

・駅のホーム

・急な下り坂

・タイヤのロック解除時

・駅のホーム

・急な下り坂

https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=3709
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▲すべり止めは内外側のどちら
の面も使えるリバーシブル仕様。
肩からのズレ落ちを防ぎます。

すべり止め付き
▲ホックやボタンではなく、
面テープで留めるので肩が痛く
ならず、付け外しも簡単。

面テープ留め

サイズ：本体/縦17cm×横4cm×厚み2.5cm
対応ベルトサイズ/約6cm（円周）

○水筒などのベルトに巻き付けて肩への負担を軽減するパッド。
○汗を素早く吸収して拡散する特殊生地「コンフォートセンサー®」
　で肌へのベト付きがなく快適。
○すべり止め付きでずれにくく、リバーシブルで使えます。
○面テープで留めるので肩が痛くなりにくく、取り付けも簡単。
○クッション材入りで肩への負担を軽減！

価格：990円（税込）
素材：ポリエステル100％
重量：25g
品番：MIL-405

ネットに入れて

洗濯機OK

ウエストポイント　水筒用ベルトカバー

WEST POINT®

ブラック イエロー グリーン ピンク

ブルー レッド ネイビー



https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=3982


▲かぶせて留めるワンタッチ
バックルは回転するので
身体の動きにフィットします。

ワンタッチ回転バックル
▲ゴムの伸縮が歩行時の揺れに
よる衝撃を吸収するので負担を
軽減します。

衝撃吸収ゴム

○リュックやランドセルなどの肩ベルトのずれ落ちを防止します。
○ベルトに巻き付けるだけの簡単装着。
○重ねて留めるワンタッチバックルなので片手で操作できます。
○衝撃を吸収するゴムが付いているので負担を軽減します。
○丈夫で調整しやすいナイロンテープを使用。
○暗闇でも安心なリフレクター付きの 2 種類から選べます。

価格：レギュラー/825円（税込）
リフレクター付き/935円（税込）
素材：ナイロン100％
品番：MIL-810（01-135）

サイズ：テープ幅/2cm
 調節可能幅/～15cm
 通せる肩ベルト/～17cm（円周）

ネットに入れて

洗濯機OK

ウエストポイント　チェストストラップ

WEST POINT®

サイズ：
　カバー/縦20×横24cm
　ストラップ(上)/22cm
　ストラップ(下)/14cm
　※ゴムにより伸縮します
　冷媒パッド/18cm×20cm 

○リュックに取り付けて背中の汗による不快感を和らげます。
○バックルとホックで固定するシンプルな取り付け。
○表面は吸水性と速乾性に優れた生地「ドライストレッチ ®」を
　使用しているので汗を素早く乾かします。
○裏面にはメッシュ生地を使用しているので通気性バツグン。
○付属の冷媒パッドが吸熱＆放熱するのでひんやり感が持続。
価格：2,640円（税込）
素材：カバー/表　ポリエステル100％
  裏　ポリエステル100％
冷媒パッド/EVA、内容物/硫酸ナトリウム
重量：300g（冷媒パッド含む）
品番：MIL-812（01-149）

ウエストポイント　リュック用ひんやりパッド

WEST POINT®

※レギュラーにリフレクターは付いていません。

レギュラー

リフレクター付き

➡

➡

ネイビー ブラック

レッド

※冷媒パッドは消耗品です

　新開発の【冷感持続技術】を採用した冷却剤は、体温より少し低い温度で固体（つ
ぶつぶ）から液状化し、その吸熱する力が大きいのでひんやり感が持続します。ま
た、液状化した冷却剤は室温より高いので、吸熱した熱を空気中に放出して固体に
戻る性質を合わせ持つことからひんやり感がさらに持続します。固体は一度溶けて
しまっても再び固体化し、熱吸収を繰り返します。
※ぬるくなった冷媒パッドは冷水や氷水に10～ 15分程度浸すとひんやり感が復活します。
※室温が30℃以上の場合は冷媒パッドを冷蔵庫（2～6℃くらい）で30分間冷やしてからお使いい
ただくと事をおすすめします。

カバーのみ
ネットに入れて

洗濯機OK

https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=3975
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サイズ：本体/縦28cm×横24cm
 冷媒パッド/18cm×20cm
ストラップの長さ/24cm（バックル含む）

○ランドセルに取り付けて背中の汗による不快感を和らげます。
○バックルとホックで固定するのでヘリのないタイプもＯＫ！
○表面は吸水性と速乾性に優れた生地を使用しているので汗を
　素早く乾かします。
○裏面にはメッシュ生地を使用しているので通気性バツグン。
○付属の冷媒パッドが吸熱＆放熱するのでひんやり感が持続。

価格：2,750円（税込）
素材：カバー/表　ポリエステル100％
  裏　ポリエステル100％
冷媒パッド/EVA、内容物/硫酸ナトリウム
重量：300g（冷媒パッド含む）
品番：01-146

カバーのみ
ネットに入れて

洗濯機OK

ひんやりカドリー　ランドセルパッド（ホックで留めるタイプ）

▲ホックで留めるタイプ

ネイビー レッド グレー

ラインネイビー ライングレー ボーダーネイビー

▲冷媒パッド付き

※冷媒パッドは消耗品です

　新開発の【冷感持続技術】を採用した冷却剤は、体温より少し低い温度で固体（つ
ぶつぶ）から液状化し、その吸熱する力が大きいのでひんやり感が持続します。ま
た、液状化した冷却剤は室温より高いので、吸熱した熱を空気中に放出して固体に
戻る性質を合わせ持つことからひんやり感がさらに持続します。固体は一度溶けて
しまっても再び固体化し、熱吸収を繰り返します。
※ぬるくなった冷媒パッドは冷水や氷水に10～ 15分程度浸すとひんやり感が復活します。
※室温が30℃以上の場合は冷媒パッドを冷蔵庫（2～6℃くらい）で30分間冷やしてからお使いい
ただくと事をおすすめします。

サイズ：縦19cm×横6cm×厚さ3cm
対応サイズ：約5cm幅まで
 (ベルト周囲最大11cmくらいまで)

○ランドセルのベルトに巻き付けて肩への負担をやわらげます。
○汗を素早く吸収して拡散する特殊生地を使用しているので肌
　へのベト付きが少なく快適に過ごせます。
○ホック式だから簡単に取り付けられ、取り外しのできない　
　リュックなどのショルダーベルトにも使えます。
○厚み 2.5mmのクッション材入りなので長時間の通学も快適！

価格：1,540円（税込）
素材：ポリエステル100％
重量：28g（1ヶあたり）
品番：01-145

ネットに入れて

洗濯機OK

ランドセル用ショルダーパッド

肌

汗

発散層

吸水拡散層

▲汗をすばやく吸収して拡散する
特殊生地を使用しているので汗を
感じさせません。

吸水速乾生地
▲クッション材が肩への負担と
ランドセルのダメージを軽減し
ます。

クッション材入り

https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=3648
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カドルクルーズ　セキュアフィット
○シートベルトが顔や首筋にあたる不快感をやわらげます。
○ベルトによるお腹への圧迫を大きめのパッドが分散させます。
○ジュニアシートと併用できます。
○裏地は綿が混ざった生地なので蒸れにくく快適です。

サイズ：縦15×横28cm

価格：935円（税込）
素材：表 / ポリエステル100％
　　　裏 / ポリエステル65％、綿35％

重量：60g
品番：03-026

▲チャイルドシートを卒業した
お子様はベルトが顔や首筋、お
腹にあたるのが気になります。

▲大きめのパッドが不快感を
やわらげ、正しい位置にベルトを
固定できます。

顔やお腹の不快感 圧迫感を軽減

ネイビー

▲裏面

衝突等の強い衝撃を吸収する防具ではありません

カドルクルーズ　シートベルトパッド
○シートベルトが顔や首筋にあたる不快感をやわらげます。
○クッション材入りなのでふわふわの触り心地。
○ホックで留めるので着脱が簡単にできます。
○子どもはもちろん、大人でも使用できます。

価格：1,100円（税込）
素材：ポリエステル100％
重量：50g
品番：03-014
サイズ：縦17×横33cm
※ネイビーのみ

【通販用２本セット】
価格：1,980円（税込）
品番：03-014W

▲クッション材入りのパッドが
肌あたりを優しくします。

不快感を軽減
▲シートベルトに巻き付けて
ホックで取り付けます。

ホックで取り付け

ネイビー グレー
（2 本セットのみ）

ピスタチオ
（2 本セットのみ）

パープル
（2 本セットのみ）

衝突等の強い衝撃を吸収する防具ではありません

ネットに入れて

洗濯機OK
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▲開口部がガバッと開くので
出し入れがしやすく便利です。

マチ付きで使いやすい
▲洋服のウエスト部分に付属の
クリップで挟むだけでＯＫ。

クリップで取り付け

マルチポケット
●ポケット以上、カバン未満の便利な取り付け型ポケット。
●ポケットのない洋服にも簡単に装着できます。
●どこにでも取り付けられるクリップ式。
●くちが大きく開くマチ付きなので収納力があり、
　裏地はナイロンなので滑りやすく、出し入れが楽チン♪
●面ファスナーでフタ浮きを防止します。

価格：1,980円（税込）
素材：表生地/ブラックドット・イエローフラワー　綿80％　麻20％
  ブラックポコ・ブラックスター・ブラックボウタイ　綿100%
 裏生地/ナイロン 100%
サイズ：縦12cm×横13.5cm
重量：40g
品番：01-150

ネットに入れて

洗濯機OK

ブラックドット ブラックポコ

ブラックスターイエローフラワー

ブラックボウタイ

▲ワンタッチで留められる
バックル式なのでどこにでも
簡単に取り付けできます。

バックル式
▲内側ははっ水性のある生地を
使用しているので汚れたままの
靴を入れてもお手入れ簡単。

はっ水生地使用

ベビー＆キッズ　シューズホルダー
○脱いだ靴を入れたり、小物入れにも使える収納ホルダー。
○内側はナイロン生地なので汚れが落ちやすくお手入れ簡単。
○バックル式のストラップでどこにでも取り付けられます。
○サイズによって選べる 2 カラー。
　　　・Ｍサイズ　デニムブルースター
　　　・Ｌサイズ　デニムブラックスター

価格：Mサイズ/1,705円（税込）　Lサイズ/1,815円（税込）
素材：表生地/綿100%　裏生地/ナイロン 100%
サイズ：Mサイズ/縦22cm×横22cm　Lサイズ/縦22cm×横25cm
ストラップ長さ：20～42cm
靴の目安サイズ：Mサイズ/13～15cm　Lサイズ/16～18cm
重量：Mサイズ/40g　Lサイズ/45g
品番：01-142

ネットに入れて

洗濯機OK

【Mサイズ】
デニムブルースター

【Lサイズ】
デニムブラックスター

いろいろな場面で使えます！

車内 ベビーカー カバン

https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=3757
https://www.eightex.co.jp/?post_type=care&p=3412
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