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ベビーガード 
コンセントフルカバーR
価格︓500円(税抜)　入数︓18

サイズ︓7×6.5×12(cm)
個装サイズ︓10×6.7×19(cm)
材質︓ABS樹脂、スチール
1コ入
JANコード  4973655 21523-4

ベビーガード 
コンセントフルカバー2連R
価格︓700円(税抜)　入数︓18

サイズ︓11.6×6.7×12(cm)
個装サイズ︓13.1×7×19(cm)
材質︓ABS樹脂、スチール 
1コ入

JANコード  4973655 21524-1

ベビーガード 
コンセントフルカバー3連R
価格︓1,000円(税抜)　入数︓18

サイズ︓16.2×6.7×12(cm)
個装サイズ︓13.5×7.5×17(cm)
材質︓ABS樹脂、スチール 
1コ入

JANコード  4945680 20259-6

ベビーガード 
コンセントキャップR
価格︓400円(税抜)　入数︓18

サイズ︓3×2×2(cm)
個装サイズ︓10×2.2×19(cm)
材質︓ポリプロピレン 
12コ入

JANコード  4973655 21525-8

コンセント引き抜き防止コンセント引き抜き防止 コンセント引き抜き防止コンセント引き抜き防止 コンセント差し込み口をカバーコンセント差し込み口をカバー

・コンセントを使用したままカバー
・簡易耐火コンセントにも取り付け可能 

・コンセントを使用したまま
　カバー
・簡易耐火コンセントにも
　取り付け可能
・赤ちゃんが簡単に開けら
　れない構造

・コンセントを使用したままカバー ・感電やショートを防ぐ 
・２穴コンセント対応

マルチメディアコンセント２連用1～3口のコンセント専用

コンセント引き抜き防止コンセント引き抜き防止
マルチメディアコンセント3連用

差し込むだけの簡単装着
感 電
対策

感 電
対策

感 電
対策

感 電
対策

パッケ
ージが新しくなりました！

NEW

コンセントフルカバー
3連
コンセントフルカバー
3連

関連商品

赤ちゃんのいたずらを防止！
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パッケージも新しく！

さらにはがしやすくなりました！

ベビーガード

ベビーガードが新しくなりました！

■しっかり固定。きれいにはがせる

■テーブルや家具に調和する透明感

・左右どちらからでもロック・解除。
・赤ちゃんが開けにくいロック構造。

はがし方簡単

はがし方簡単

はがし方簡単

・左右どちらからでもロック・解除。
・赤ちゃんが開けにくいロック構造。

ベビーガード 
はがせる多目的ストッパーミニR
￥800(税抜)　　入数　6×3
■サイズ：16.4×4×1.2(cm)
ベルトの長さ：5(cm)
■個装サイズ：10.1×3.5×19(cm)
■材質：ABS樹脂、ポリエチレン ■2コ入

商品コード     21534-0

ベビーガード 
はがせる多目的ストッパーR
￥800(税抜)　　入数　6×3
■サイズ：21.4×4×1.2(cm)
ベルトの長さ：10(cm)
■個装サイズ：10.1×5×19(cm)
■材質：ABS樹脂、ポリエチレン ■2コ入
商品コード     21535-7

ベビーガード 
はがせる開き戸ロックR
￥800(税抜)　　入数　6×3
■サイズ：10×4.8×1.4(cm)
■個装サイズ：11.9×2×19(cm)
■材質：ABS樹脂 ■2コ入
商品コード     21536-4

小さな引き出し・引き戸・開き戸をロック

引き出し・引き戸・開き戸をロック

キャビネット・キッチンなどの開き戸をロック

食器棚や冷蔵庫などに

机や救急箱などに

キッチンや洗面台などに

やわらか素材で角をガード

テーブルの角にぶつかった時の衝撃を吸収

いたずら
対策

いたずら
対策

ぶつける
対策

いたずら
対策

ベビーガード 
目立たないコーナークッション
￥800(税抜)　　入数　6×3
■サイズ：3.9×5.1×1.2(cm)
■個装サイズ：10×1.5×19(cm)
■材質：メタクリル樹脂、他 ■4コ入
商品コード     21567-8

・赤ちゃんが開けにくいロック構造。

はがせるタイプ

クリアタイプ

メーカーコード　4973655

・粘着テープで取り付け簡単。
・衝撃を吸収するやわらかい素材を使用。



・左右どちらからでもロック・解除
・粘着テープで簡単取り付け
・赤ちゃんが開けにくいロック構造

・左右どちらからでもロック・解除
・粘着テープで簡単取り付け
・赤ちゃんが開けにくいロック構造

・ワンタッチでロック・解除 
・吸盤がつきにくい場所にも  補助プレート付

パッケ
ージが新しくなりました！

ベビーガード 
多目的ストッパーミニR
￥600(税抜)　　入数　6×3
■サイズ：15×3.7×1(cm)
ベルトの長さ：4(cm)
■個装サイズ：10×3.5×19(cm)
■材質：ABS樹脂、ポリエチレン ■2コ入

商品コード     21520-3

ベビーガード 
多目的ストッパーR
￥600(税抜)　　入数　6×3
■サイズ：20.6×3.8×1(cm)
ベルトの長さ：9(cm)
■個装サイズ：10×5.5×19(cm)
■材質：ABS樹脂、ポリエチレン ■2コ入
商品コード     21521-0

ベビーガード 
開き戸ロックR
￥600(税抜)　　入数　6×3
■サイズ：10.3×5×1.7(cm)
■個装サイズ：11.9×2.2×19(cm)
■材質：ABS樹脂、PVC樹脂 ■2コ入
商品コード     21522-7

ベビーガード 
コンセントフルカバーR
￥500(税抜)　　入数　6×3
■サイズ：7×6.5×12(cm)
■個装サイズ：10×6.7×19(cm)
■材質：ABS樹脂、スチール ■1コ入
商品コード     21523-4

ベビーガード 
コンセントフルカバー2連R
￥700(税抜)　　入数　6×3
■サイズ：11.6×6.7×12(cm)
■個装サイズ：13.1×7×19(cm)
■材質：ABS樹脂、スチール ■1コ入
商品コード     21524-1

ベビーガード 
コンセントキャップR
￥400(税抜)　　入数　6×3
■サイズ：3×2×2(cm)
■個装サイズ：10×2.2×19(cm)
■材質：ポリプロピレン ■12コ入
商品コード     21525-8

小さな引き出し・
引き戸・開き戸をロック

引き出し・
引き戸・開き戸をロック

キャビネット・キッチンなどの
開き戸をロック

大切な赤ちゃんを
危険から守る環境づくり。
大切な赤ちゃんを
危険から守る環境づくり。

ベビーガード

コンセント引き抜き防止コンセント引き抜き防止 コンセント引き抜き防止コンセント引き抜き防止 コンセント差し込み口をカバーコンセント差し込み口をカバー

・コンセントを使用したままカバー
・簡易耐火コンセントにも取り付け可能 

・コンセントを使用したままカバー ・感電やショートを防ぐ 
・２穴コンセント対応

マルチメディアコンセント２連用

食器棚や冷蔵庫などに机や救急箱などに

1～3口のコンセント専用

吸盤式で簡単取り付け

差し込むだけの簡単装着

いたずら
対策

感 電
対策

感 電
対策

感 電
対策

いたずら
対策

いたずら
対策



メーカーコード　4973655

ベビーガード 
網戸ストッパーR
￥600(税抜)　　入数　6×3
■サイズ：6.8×2.6×0.3(cm)
■個装サイズ：10×0.5×19(cm)
■材質：ステンレス ■2コ入

商品コード     21526-5

ベビーガード 
冷蔵庫引き出しロックR
￥700(税抜)　　入数　6×3
■サイズ：8.4×3.4×0.9(cm)
■個装サイズ：10×1.5×19(cm)
■材質：ABS樹脂、スチール ■2コ入
商品コード     21527-2

ベビーガード 
ドアクッション＆ストッパーR
￥500(税抜)　　入数　6×3
■サイズ：7.9×12.9×2.5(cm)
取り付け可能なドアの厚み：25～50mm
取り付け可能なドアと床の隙間：5～20mm
■個装サイズ：10×2.3×19(cm)
■材質：EVA樹脂 ■1コ入
商品コード     21529-6

ベビーガード 
はがせるコーナークッションR
￥700(税抜)　　入数　6×3
■サイズ：4.5×4.5×1.7(cm)
■個装サイズ：10×2.1×19(cm)
■材質：熱可塑性エラストマー ■4コ入
商品コード     21533-3

ベビーガード 
マルチクッションR
￥800(税抜)　　入数　6×3
■サイズ：4.2×120×0.5(cm)
■個装サイズ：16×4.7×18.5(cm)
■材質：塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル) 
■1本入
商品コード     21530-2

ベビーガード 
エッジクッションR(小)
￥900(税抜)　　入数　6×3
■サイズ：2.1×40×2.1(cm)
■個装サイズ：6×2×48.5(cm)
■材質：塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル) 
■2本入

商品コード     21532-6

ベビーガード 
エッジクッションR(大)
￥1,000(税抜)　　入数　6×3
■サイズ：3×40×3(cm)
■個装サイズ：8×2.5×48.5(cm)
■材質：塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル) 
■2本入

商品コード   21531-9

ベビーガード 
引き出しロックR(側面用)
￥700(税抜)　　入数　6×3
■サイズ：引き出し側部品：10.8×3.2×1.2(cm)
側面部品：8×1.2×2.1(cm)
■個装サイズ：10×2.5×19(cm)
■材質：ナイロン ■2コ入

商品コード     21528-9

網戸からの転落防止

扉での事故防止
テーブルの角にぶつかった時の
衝撃を吸収

冷蔵庫の引き出しをロック キッチン・洗面台のいたずら防止

家具の角にぶつかった時の衝撃を吸収

目立たないスリムタイプ

やわらか素材＆中空構造

ドアクッション・ドアストッパーとして やわらか素材で角をガード

閉めるだけで自動でロック
転落
対策

いたずら
対策

いたずら
対策

ぶつける
対策

ぶつける
対策

ぶつける
対策

ぶつける
対策

いたずら
対策
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色
々
な形
状の角にフィット

色
々
な形
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ずスッキリ

目

立た
ずスッキリ

目

立た
ずスッキリ

スリムタイプ

・差し込んで簡単ロック
・施錠・解錠が片手で簡単
・粘着テープで簡単取り付け

・粘着テープで簡単取り付け
・赤ちゃんが開けにくいロック構造

・引き出し開閉時の指はさみ防止

・クリアカラーでインテリアにマッチ
・自由にカットできる

・赤ちゃんが外しにくい形状
・クリアカラーでインテリアにマッチ

・赤ちゃんが外しにくい形状
・クリアカラーでインテリアにマッチ

目

立た
ずスッキリ

目

立た
ずスッキリ

目

立た
ずスッキリ

スリムタイプ

色
々
な形
状の角にフィット

色
々
な形
状の角にフィット

色
々
な形
状の角にフィット

マルチタイプ

内側に取り付けて見た目すっきり

使い終わったら
きれいにはがせる
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