※両対面式Ａ型ベビーカーにおいて
(2017年6月リッチェル調べ)

手もとでしっかりコントロール。大きな足もとで安定走行。
赤ちゃんコアラを背中にのせて歩くお母さんコアラのような安心感。
新米ママの操作をサポートしてくれる頼れる“乗りもの”です。

新生児から使える

両対面式A型ベビーカー【コアラクーン】

ネイビーブルー

ブラック

1

乗りものなのに
ブレーキがないのは
危険？！

止まりたい時に止まれる

手もとブレーキ

1

2

3

不安定な走行は
ママには負担！
赤ちゃんにもストレス！

足元の安定性を強化

メガタイヤ19cm

手もとブレーキがサポート♫

夕方・夜間は
自動車や自転車から
見えている？！

夜間の視認性UP

反射シート

乗りものなのにブレーキがないのは危険?!

両対面どちらでも楽々ブレーキ操作。
スピードがつきやすい下り坂や、ぬれた路面を走行、傾斜のある
場所で停止する時、手もとのブレーキが速度のコントロー ルを
しっかりとアシスト。業界初の両対面式ブレーキ（特許申請中）で、
背面・対面どちらの状態で安心です。

こんなシーンをサポート
段差

坂道

たしかに
ハッとした時に
手元で操作できる
のは安心！

下り坂のスピードコントロールや、登り坂で下がら
ないように止まる時、急な段差など。手元ブレーキ
が速度をしっかり調整します。

駅のホームや
交差点で
ちょっと止まる時も
ブレーキが
あると安心

なるほど！
自転車に
乗ってる時と
同じ感じだね

電車などが
揺れた時
とっさに
ブレーキできるので
安心

先輩
ママの声

不安定な走行はママには負担 ! 赤ちゃんにもストレス!

2

メガタイヤ・振動吸収性能でしっかりサポート♫
ママの負担を軽減！ 段差や隙間に強い！
直径19cmのシングルメガタイヤ。
直径19cmのメガタイヤで、地面に接する面積が少ないシングルタイヤ。
安全に走行できることはもちろん、小回りがきくのでラクに操作できます。

ゴム

2層式タイヤとサスペンションで衝撃を吸収。

発泡素材

タイヤホルダーに組みこんだスプリングサスペンションとゴムと発泡素材から
なる2層式タイヤで振動や衝撃を吸収します。また、空気入れ不要でパンクの
心配もありません。

先輩
ママの声

こんなシーンをサポート
段差

すきま

ベビーカーを押す
ママの手への負担も

自転車と同じで
タイヤが大きいと
走行が安定するよね

軽減できるわね

歩道の段差って
意外に多く
あるんだよね
走行時の細かな振動や、段差にぶつかった時の衝撃。
歩 道と車 道 の 段 差 、側溝のフタや電車とホームの
隙 間 。そ ん な 赤 ちゃんにとって 不快な衝撃を

夕方・夜間は自動車や自転車から見えている?!

メガタイヤが軽減します。

3

光に反射するリフレクト機能が、夕暮れ時の走行をサポート♫
うっかり
遅くなった時も
安心ね

前も後ろも
反射してくれるのは
頼りになるわ

自転車と同じね！

前も後ろも安心。
日よけ、バスケット、シートベルトの一部に反射素材を採用。自動車や自転車のライトが
当たると光るので、運転者からの視認性が向上し、走行の安全性を確保します。

さらに

反射素材があると
見え方が
全然ちがうよね

大切な赤ちゃんを守る安全性能満載

ハイシート52 c m
地面のほこりや熱から赤ちゃんを
守る「52cm」のハイシートです。

5 点 式シートベ ルト
赤ちゃんの肩・腰・股をしっかりと
ベルトで固定します。

バックルカバー

赤ちゃんのいたずらを防止。バック
ルが直接当たらず、触れ心地も快
適です。

先輩
ママの声

快 適な、メッシュ通 気シートと
通気窓
通気性に優れたメッシュシートで、
暑い時期でも安心です。シート裏側
には開放できる通気窓があるので、
暑さが気になる日も快適にお出かけ
できます。

リクライニングシート

折りたたみ 大 型日よけ

ヘッドレスト

丸 洗 いシートカバー

赤ちゃんが寝た時も安心です。

大型の日よけで赤ちゃんを紫外線
や日差しからガードします。

頭部をやさしく包み込みます。
暑い時期も快適な保冷剤ポケット
（市販の保冷剤をご使用ください）
付き。

シートは簡単に脱着でき、丸洗い
OK。いつも清潔に保つことができ
ます。

リクライニング角度/
40°
(120°
〜160°
)

片手で
ワンタッチ開閉
赤ちゃんを抱っこしたままでも片手
で開閉が行えます。

折りたたみ自立

大 容 量 1 5 Lバスケット

手で支えたり立てかける必要が
ありません。収納時も壁などを
汚しません。

荷物をたくさん収納できます。間
口が広く荷物の出し入れも簡単
です。

ワンプッシュ式
バックル

ハイポジション
一体型ハンドル
姿勢を崩さず、赤ちゃんを抱っこし
ながらでも片手で押せます。

シートベルトのバックルは、解除し
やすいワンプッシュ式です。

カバー付きメッシュ窓
天面にあるメッシュ窓からは赤
ちゃんの様子が簡単に確認でき
ます。

旋 回ロックできる前 輪

ストッパー 付きの 前 後 輪

前輪の旋回ロックで、砂利道・傾斜
面をスムーズに走行できます。

ストッパー付きで動かないよう固
定することができます。

両対面式

新生児から使えるA型

◆1カ月頃〜36カ月頃
◆体重目安：15kgまで

コアラクーン
￥50,000(税抜)

入数 1

■サイズ ：

47×80×103H(cm)
［折りたたみ時 47×51×101H(cm)］
■製品重量：6.7kg ■バスケット容量:15L
■材質 ：アルミ、スチール、ポリエステル、ナイロン、他
ネイビーブルー（NB） 93790-7
ブラック（BK） 93791-4

ネイビーブルー

ブラック

メーカーコード 4973655
※製品仕様、梱包仕様、色、及び価格は予告なく変更することがあります。

富山市水橋桜木136 〒939-0592

TEL(076)478-2218

FAX(076)478-2259

www.richell.co.jp ※印刷のため色調は実物と異なることがあります。
※表示価格には消費税が含まれておりません。

1801

プチ ポルテ
“小さくたためる”に
とことんこだわり︕
軽さ、動かしやすさ、
持ち運びやすさも魅力。
折りたたみコンパクトな B 型ベビーカーです。

●

特設サイトのご紹介

●

リッチェルのベビーカーを紹介しています。

ワンタッチで
小さく折りたたみ
手元のボタンを
押しながら

キュ～ッと
前方に押すだけ

あっという間に
小さく︕︕

54.5cm
折りたたみコンパクトで
収納場所に困らない

30cm

33cm

限られたスペースを有効活用
でき玄関を広々と使えます。

物置のちょっとした隙間にも
保管できます。

コロンとした形状で軽いから
持ちやすく運びラクラク

新幹線の荷物棚など
高い場所へ持ち上げるときも

テーブル下などの
低い場所へ入れるときも

コアラクーン

（当社 A 型ベビーカー）

こんなに
違う︕︕

プチポルテ

3 才まで使えるワイドシート
赤ちゃんがゆったり座れるゆとりのシートスペースです。

ハイポジションハンドル
姿勢を崩さず、スマートに
歩けます。

5 点式
シートベルト

リクライニングシート
106 ～ 128 度の間で、
無段階調整できるので、
赤ちゃんが寝た時も安心です。

赤ちゃんをしっかり支えます。

フロントガード
開閉できる
フロントガード付きです。

座面幅 34 cm

ワンプッシュ式
バックル

シートベルトのバックルは、
使いやすい
ワンプッシュ式です。

バスケット付き
荷物を収納できます。
( 容量 12L）

キャスター回転止め
できる前輪
前輪の旋回ロックで、砂利道・傾斜面を
スムーズに走行できます。

前後輪サスペンション

左右連動ストッパー

1 つのストッパー操作で、左右の後輪の
動きを同時に固定。解除時も足で踏む
ことでロック解除が可能です。

背面式

前輪・後輪のサスペンションが、
赤ちゃんへの振動をやわらげます。

プチ ポルテ
価格︓30,000円(税抜)

入数︓1

オレンジ(O)
4945680 20024-0

富山市水橋桜木136 〒939-0592

TEL(076)478-2218

FAX(076)478-2259

www.richell.co.jp

対象月齢/7カ月頃～36カ月頃
体重目安/15kgまで
サイズ/
48×80×103H(cm)
折りたたみ時︓33×30×54.5H(cm)
座面︓34×24×47(cm)
リクライニング角度︓106°～128°
製品重量/5.3kg
材質/アルミ、ポリエステル、ポリプロピレン、他
バスケット容量/12L(耐荷重/3kg)

※製品仕様、梱包仕様、色、及び価格は予告なく変更することがあります。
※印刷のため色調は実物と異なることがあります。
1912
※表示価格には消費税が含まれておりません。

リベラ ルーチェ
荷物がたっぷり入るバスケット付き！
4才まで快適に使えるベビーカー。

超ワイドバスケット＆出し入れ簡 単
荷物をたくさん収納できて便利です。間口がと
ても広いので荷物の出し入れも簡単です。
（容量30L 耐荷重5kg）
おむつもすっぽり入ります。

4才まで使えるワイドシート
ゆったり座れるゆとりのシートスペースです。

リベラ ルーチェ

軽量で通気性バツグン。４才まで使える実力派ベビーカーです。

背面式

対象年齢

4才まで

軽量

4.9kg

ハイポジションハンドル

SG基準
適合

姿勢を崩さず、スマートに歩けます。

通 気 性 のよいシートカバー
簡単に脱着できて丸洗いもできます。

背 面布
後方の日差しから赤ちゃんを
しっかり守ります。

安 全 性に配 慮した
関節部

5点 式シートベルト

開閉時に誤って指を挟んでも
ケガをしにくい構造です。

赤ちゃんをしっかり支えます。

4才まで使えるワイドシート

座面幅 35 cm

赤ちゃんがゆったり座れるゆとりの
シートスペースです。

ハイシート50cm
地面の熱やほこりから赤ちゃんを
守ります。赤ちゃんの乗せ降ろし
もラクにできます。

オートフック
たたむと自動でロックされます。

ドア挟み検知設計
電車やエレベーター等での
ドア挟み時に検知される
部品を装備しています。

オート自立スタンド
手で支えたり立てかける必要が
ありません。収納時にタイヤが
下になり、壁などに触れず汚れ
ません。

カバー付きメッシュ窓

一体型ハンドル

可動式の大きな日よけ

日よけの天面にはメッシュ窓が付
いているので赤ちゃんの様子をい
つでも簡単に確認できます。

赤ちゃんを抱っこしながらでも片手
で押せます。

日差しに合わせて角度を変えるこ
とができます。

折りたたみラクラク

ワンプッシュ式バックル

巻き上げ可能な背面布

ハンドルグリップの 操 作で簡 単に
ロック解除ができます。

シートベルトのバックルは使いやす
いワンプッシュ式です。

日よけの角度を変えた時、背面布
が赤ちゃんの頭にかかりません。ま
た、後ろから赤ちゃんの様子を見る
事もできます。

振動を軽減するサスペンション

ショルダーストラップ付き

ムレないメッシュシート

全ての車輪にサスペンションが付
いています。また、前輪は旋回ロッ
クできるので、直進時の安定性が
増し、乗り降りの際も便利です。

肩にかけられるので両手が使えて
便利です。

カバーを外すとメッシュになるので
暑い時期も快適です。

リベラ ルーチェ
￥25,000(税抜)

入数 1

■サイズ：47×83×103H(cm)

折りたたみ時/47×36×88H(cm)
■製品重量 ： 4.9kg ■バスケット容量：30L
■材質 ：アルミ、スチール、ポリエステル、
ポリプロピレン、他

B型
◆7カ月頃〜48カ月頃
◆体重目安：18kgまで

ネイビーブルー(NB) 94434-9
ネイビーブルー

安全基準適合品

メーカーコード 4973655

富山市水橋桜木136 〒939-0592 TEL(076)478-2218 FAX(076)478-2259 www.richell.co.jp

※製品仕様、梱包仕様、色、及び価格は予告なく変更することがあります。
1902
※印刷のため色調は実物と異なることがあります。
※表示価格には消費税が含まれておりません。

