
サンクマニエル キューブ

価格：8,500円（本体価格）
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妊娠中も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

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



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：4,800円（本体価格）
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）

デニムブルースター デニムブラックスター

フラワーブラック フラワーネイビー ウェーブグレー

サンクマニエル プレール

価格：6,950円（本体価格）
素材：無地 /ポリエステル    65%
   綿      35％

 　柄 / 綿      100％

 　裏 / ポリエステル100％
　　ピロー / ポリエステル100％

○新生児の寝かせ抱きから 3 歳まで 5 通りに使えます。
○腕を通してバックルを留めるだけの簡単スピード装着！
○付属のピローを使えば首すわり前の縦抱きができます。
〇赤ちゃんが触れる生地は吸水速乾の “アクアドライ®” を使用。
〇小さくたためて持ち運びにも便利！
　　　　　　　　　※「アクアドライ」は帝人フロンティアの登録商標です。

対象月齢：生まれてすぐから36ヶ月(15kg)まで

本体/縦65×横43㎝
ショルダーベルト/90～135㎝
ブリッジベルト/21～42㎝
重量：380g 
品番：01-097 5

専用ピローで安定 機能素材

寝かせ抱き しっかり抱き

前向き抱き おんぶ

新生児
　～ 6ヶ月まで

首がすわって
　　～ 24 ヶ月まで

対面抱き

※マントは
　収納できます

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

寝かせ抱き しっかり抱き

▲マントにピローをセットすることで
首がすわる前の頭をホールドします。

▲水分をすばやく吸水して拡散するの
で汗をかいてもすぐに乾いて快適です。

寝かせ抱き しっかり抱き 対面抱き 前向き抱き

おんぶ

株式会社とらうべ
助産師 原尻 風葵さん

サンクマニエルは
助産師さんの
推奨品です

ウエストベルトが
ないタイプ



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：7,900円（本体価格）
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

ブラック

モダッド

価格：12,000円（本体価格）
素材：表/ポリエステル    65%
 　  綿 　　　　　   35％
 裏/ポリエステル 100％
重量：530g
品番：01-102

対象月齢：首がすわって（４ヶ月）から36ヶ月(15kg)まで

本体/縦52×横38㎝
ショルダーベルト/65～115㎝
ウエストベルト/60～120㎝

2

対面抱き おんぶ

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

○肩と腰で支えるタイプの抱っこひも。
○刺繍されたブランドネームとホックが高級感を演出。
○幅広のショルダーベルトが負担を軽減します。
○機能生地　「シャダン ®」を使用したフードは取り外し可能。
○裏地はメッシュ生地で通気性が良く、快適です。
○ウエスト部分は立体メッシュ生地で、保護者の蒸れも軽減。

▲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）

体感温度を 3℃下げる、高機能生地！

しっかりなのにコンパクト

フード裏生地

腰ベルト裏生地

本体裏生地

ウエストベルト
タイプ

ウエストベルト
タイプ



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：6,300円（本体価格）　
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：5,800円（本体価格）　
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



ネイビー パープル イエローブラック

チャコールグレー チェリーピンク ターコイズレッド

デニムブラックスター ドットローズ ドットターコイズデニムブルースター

チェックマゼンダ

キャリフリー 　チェアベルト

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。

無地シリーズ （素材：ポリエステル 100％）

柄シリーズ

チェアベルト

価格：1,900円（本体価格）
重量：110g
品番：01-069

（素材：柄部分／綿 100％　無地／ポリエステル 100％）

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

ネットに入れて

洗濯機OK



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

○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。
○リユースできるオリジナルパッケージ。
○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。

価格：2,300円（本体価格）
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
○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。
○表地に撥水生地を使用したチェアベルト。
○ワッフル生地でポップなカラーバリエーション。
○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：2,300円（本体価格）
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



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。

チェアベルト

価格：3,200円（本体価格）
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

型

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



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：3,200円（本体価格）
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



②シャダン

③他生地

④何もない
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(財)日本化学繊維検査協会 調べ

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－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：4,200円（本体価格）
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

2020
  Model

2020
  Model

【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



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：2,600円（本体価格）
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：2,700円（本体価格）
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

スキニーグレー スキニーネイビー スキニーブルー スキニーレッド

サーモンピンク ライトブルーライトパープル

【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％



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）

○冷媒ジェル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：2,400円（本体価格）
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（冷媒ジェルのみ250g）
品番：01-100

▲裏側から冷媒ジェルを入れれ
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。

冷媒ジェルをセット クリップで取付簡単

ドットネイビーマリンネイビー

カ ド リ ー

1. 冷やさなくても常温で使える冷媒ジェルを採用。

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】を採用した冷媒ジェル
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、液状化したジェルは室温よ
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。
※冷媒パッドは氷水や冷水、冷蔵庫で10～15分程度ですぐに冷やす
ことができます。  ※冷凍庫には入れないでください。

ひんやりカドリー
　　　　冷媒ジェルの特長

冷媒ジェルのしくみ

生地の特長

2020
　Model

グレースタードットセサミ

ストライプブルー

ビトウィーンパッド、ベビーカーシートに使用※冷媒パッドは消耗品です。

ネットに入れて

洗濯機OK



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

○冷媒ジェル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：3,500円（本体価格）
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（冷媒ジェルのみ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

2020  Model

ストライプブルー

グレースター
裏側▶

ドットセサミ

ひんやりカドリー　ランドセルパッド

サイズ：カバー　　 縦27×横24cm
 　冷媒パッド  縦18×横20cm　
　　　　ストラップ    24cm（バックル含む）

○冷媒ジェルを使用したランドセル用パッド。
○ランドセルと背中の間の蒸れを軽減します。
○吸水性に優れた機能生地「アクアドライ ®」と通気性に優れた
　ハニカムメッシュ地のリバーシブル。
○バックル付きテープとゴムバンドでランドセルに簡単装着。

価格：2,400円（本体価格）
素材：アクアドライ / ポリエステル100％
　　　ハニカムメシュ / 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（冷媒ジェルのみ250g）
品番：01-106 

▲裏側から冷媒ジェルを入れれ
ばセット完了。冷媒ジェルを入
れないで使用する事も出来ます。

▲吸水速乾生地「アクアドライ ®」
を使用しているので汗をかいても
すぐに乾いて快適に！

冷媒ジェルをセット 吸水速乾に優れた生地

ネイビー レッド

ネットに入れて

洗濯機OK

▲ランドセルのヘリに引っ掛けるタイプ

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：1,300円（本体価格）
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

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

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＆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：1,450円（本体価格）
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
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 %

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

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：1,280円（本体価格）
重量：20g
品番：01-134
素材：パイル / 綿76%　ポリエステル24 %
　　　ガーゼ / 綿100％

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

▲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 までであれ
ば収納可能です。

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：1,600円（本体価格）
重量：70g
品番：01-129
素材：表 / 綿100%
　　　裏 / ポリエステル100％

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



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：850円（本体価格）
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。

▲大きめのパッドがあたりを
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。

サイズ：縦17×横33cm

価格：1,000円（本体価格）
素材：ポリエステル100％

重量：50g
品番：03-014

▲シートベルトが顔や首筋に
あたるのが気になります。

▲ホック式なので取り付け簡単

▲クッション材入りのパッドが
肌あたりを優しくします。

顔や首筋の不快感 不快感を軽減

ネイビー

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



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：5,200円（本体価格）
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



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：2,500円（本体価格）
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：3,500円（本体価格）
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 裏

グレー

67cm

54cm

38cm
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