
 

 
 
 
 
  
 一般の方からの問い合わせ先 ： お客様相談室 Tel: 0120-741-887 URL: https://support.pigeon.co.jp 

「最上級の押しごこち」と「最上級の乗りごこち」を追求した A 形ベビーカー 好奇心が⼤きくひらく「nautR（ノートアール）」 
2020 年 10 ⽉ 9 日（⾦）より販売開始 

ピジョン株式会社（本社：東京、社⻑：北澤 憲政）は、最上位モデルの A 形ベビーカー「nautR(ノートアー
ル)」を、2020 年 10 ⽉ 9 日（⾦）よりアカチャンホンポ及び百貨店の一部店舗、ピジョン公式オンラインショ
ップにて発売いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回発売する「nautR」は、新たに全てのタイヤにコイルとゴムの 2 種類のサスペンションを搭載することで、
スイング式サスペンションの性能が進化し、段差乗り越え性が従来品と⽐べて⼤幅に向上しました1。座面には、
nautR のみに搭載されているシートサスペンションと、⾼機能綿 「エルク®」2の⾼反発クッションシートの相乗効
果により、路面からシートに伝わる振動を効果的に吸収し、⾚ちゃんの快適な座りごこちを実現しています。更
に、⾚ちゃんが外の景⾊や⾵をたっぷりと感じ、好奇心を⼤きく広げられるように、⼤型の幌後方には 「パノラマ
ウィンドウ」を採⽤しました。最上級の 「押しごこち」と 「乗りごこち」を兼ね備え、⾚ちゃんと一緒にお出かけ
をリラックスして楽しんで頂ける当社最上位モデルのベビーカーです。上質な素材感のある⽣地を採⽤し、洗練さ
れたシンプルなデザインの ソールブラック 、 シェルグレイ の２⾊展開で、販売価格は税込 79,750 円です。 
 

with コロナ時代の今、⾚ちゃんとのお出かけに不安を感じているママは約 75％3にのぼり、外出が⾃由にでき
ないことで、⾚ちゃんの発達等に関する不安を持っているママ達が約 57%³もいることが分かっています。こんな
時代だからこそ、一瞬一瞬の⾚ちゃんとのお出かけの時間を楽しみ、⾚ちゃんの感性や好奇心を心豊かに育むよう
なお出かけをして欲しい、というピジョンの願いをカタチにした新製品です。 

2020年9⽉16日 ピジョン株式会社 

ソールブラック シェルグレイ 



 

 

■ 「nautR（ノートアール）」商品特⻑  １．デコボコ道でも快適、優れた段差乗り越え性 
全てのタイヤにコイルとゴムの 2 種類のサスペンションを搭載し、スイング式サスペンションが進化しました。 

また 20cm と 18cm の⼤型タイヤを採⽤し、段差につまずきやすい対面時には 20cm の⼤径タイヤが前輪になる
ことで、段差を乗り越えやすくなりました。これらの改良により、従来品に⽐べて段差乗り越え性が⼤幅に向上し
ました¹。 

 
 
 
 
 

 
２．押す⼈の⾝⻑や好みの⾼さに合わせて、⾼さと⾓度が調整できるハンドル 

ハンドルは⾝⻑や歩幅に合わせて、⾼さは 2 段階、⾓度は 7 段階の調整が可能。⾝⻑の異なるママやパパも⾃
然な歩幅で姿勢よく押すことができます。また軽く拭くだけでお⼿⼊れが簡単なレザー調のグリップは、適度なク
ッション性があり、⼿にすっと馴染みます。 

 
 
  
 
 
 
 
３．⾚ちゃんの好奇心を⼤きく広げる、「パノラマウィンドウ」 

広い空間を作り出す⼤型の幌後方には、横幅いっぱいに⼤きく開く 「パノラマウィンドウ」を採⽤。背面利⽤時
は上から⾚ちゃんの表情が良く⾒える他、⾚ちゃんにとっても外の景⾊や⾵を⾝体いっぱいに楽しむことができま
す。また⾵通しも良く、新鮮な空気をとりこめる、⾚ちゃんにとって快適な環境を保つことができます。 

 
 

 
 
 
 
 
４．⾚ちゃんを振動から守るシートサスペンションと⾼反発クッションシート 

nauR のみに搭載のシートサスペンションと 「エルク®」²の⾼反発クッションシートの相乗効果により、路面か
らシートへ伝わる振動を吸収し、ふわふわで快適な乗りごこちを実現。姿勢が不安定な⾚ちゃんもリラックスして
過ごせます。 

 
 
 

「パノラマウィンドウ」 



 

 

■商品概要 
商品名 nautR NB0（ノートアール NB0） タイヤ径 対面時前輪 200mm, 対面時後輪 180mm 
カラー ソールブラック 

シェルグレイ 
サイズ 
(最⼤⼨法) 

折りたたみ時  Ｗ515xD375xH1005~1150mm 
展開時(背面位) Ｗ515xD765~980xH880~1150mm 
展開時(対面位) Ｗ530xＤ745 ~1075x H855~1075mm 

対象⽉齢 ⽣後 1 カ⽉〜36 ヵ⽉まで 安全基準 SG 基準（A 形）適合 
本体重量 7.9kg 税込価格 79,750 円 （本体価格 72,500 円） 
URL https://pigeon-htravel.com/nautr/ 発売日 2020 年 10 ⽉ 9 日（⾦） 

 
 

ピジョンのベビーカー作りに込めた想い「FUNRIDE PIGEON DESIGN」 
 

ピジョンは⾚ちゃんとのお出かけが最⾼に幸せな時間であってほしいと願っています。 
「最⾼に幸せなお出かけって何だろう？」 

それは、お出かけで出くわす⾊んな障壁や心配を極力減らして、 
ママやパパをもっと⾃由に、 

⾚ちゃんのありのままの好奇心を育んであげることだと考えています。 
 

ベビーカー作りにこの想いを込めて、「FUNRIDE PIGEON DESIGN」が⽣まれました。 
「FUNRIDE(ファンライド)」は「楽しいお出かけ」を意味しています。 

そしてこれを実現するのは、「SUISUI MOVE」と「NOBINOBI SEAT」 の 2 つの機能。 
楽しいお出かけをお届けする、ピジョンだけの約束です。 

 
「SUISUI MOVE」(スイスイムーブ) 
ピジョン独⾃のシングルタイヤや安定したフレーム構造で、 
すーっとなめらかな押しごこち、クイッと軽快な⾜回りを実現します。 
 
 
 「NOBINOBI SEAT」（ノビノビシート） 
⾚ちゃんがのびのび動ける広々としたスペース、ハイポジションシート、⼤きな幌、 
透湿性 ・通気性 ・クッション性などがここちよいシート素材の採⽤など、⾚ちゃん
ならではの⾃然な動作を⼤切に、ごきげんに過ごせる空間設計をすることにより、
快適なお出かけを実現します。 
 

【ピジョンの FUNRIDE ベビーカー】 https://pigeon-htravel.com/funride/ 
 〜ピジョンの FUNRIDE ベビーカーを体験くださったお客様の声〜 

 
 ピジョンのシングルタイヤは本当に押しやすい！ 
 ⼩回りが効く！ガタガタ道でもスムーズに進める！ 
 初体験の対面式！息⼦の顔を⾒ながらベビーカーを押せるのってこんなに幸せなんだと思った。 

息⼦も私の顔を⾒ながらニコニコ笑ってくれるし、まさに『FUNRIDE』。 
 本当に方向転換がすごくスムーズでノンストレス。段差で引っかかることも無いです。 

主⼈も⾛⾏時の快適さに感動していました。       
（当社公式 SNS ご投稿頂いたお客様からのコメントより） 



 

 

 

  
どんな⾚ちゃんも好奇心に満ち溢れていて、刺激いっぱいのお出かけが⼤好

きです。⾚ちゃんの五感は様々な刺激を受けて発達します。お出かけを通じて
外の広い世界から様々な新しい刺激を受けることは、⾚ちゃんの五感を発達さ
せ、好奇心を育み、脳や心の発育を促すでしょう。お出かけの時は、⾚ちゃん
に沢山話しかけることも重要です。話しかけることで、外の世界でも⾚ちゃん
を安心させ、お出かけが一層楽しめるようになります。 

ベビーカーは乗り物としての安全性がとても重要です。たとえば、⼈混みの
中でも安定して押せる⾛⾏性や、段差を乗り越えやすく、いざという時に素早
く動ける機動力が⾼いベビーカーを選んで欲しいと思います。 

コロナ禍でのお出かけは注意が必要ですが、神経質になり過ぎず、⾃宅周辺
を散歩する程度でも十分ですので、⾚ちゃんとのお出かけを⼤事に捉え楽しん
で頂きたいと思います。 
  

■「一緒に乗り越えよう FUNRIDE プロジェクト」第２弾 
 数量限定で「抗菌・抗ウイルスメッシュ使⽤ ベビーカーカバー」をプレゼント 
まだまだお出かけに不安があるコロナ禍で、⾚ちゃんとママ・パパに楽しいお出かけをお届けしたいという気持ち
を込めたピジョンのプロジェクト 「一緒に乗り越えよう FUNRIDE プロジェクト」の第２弾として、⾚ちゃんとの
お出かけで活躍する 「抗菌 ・抗ウイルスメッシュ使⽤ ベビーカーカバー」を制作しました。 
Runfee RB0 シリーズと nautR NB0 をご購⼊の方に数量限定でプレゼントいたします。 
※一部店舗では対象外です。詳細は店舗へご確認ください。 
 
「一緒に乗り越えよう FUNRIDE プロジェクト」ページはこちら： 
https://pigeon-htravel.com/odekake/ 
 
抗菌・抗ウイルスメッシュ使⽤ ベビーカーカバーについて 
抗菌・抗ウイルス効果のある成分「Etak®/イータック」4を繊維表面に固着させる加工技術
「CLEANSE®/クレンゼ®」5をメッシュ部分に使⽤したベビーカー⽤のカバーです。 
家庭洗濯50回後でも効果のあることを確認しています。 
 
Etak®/イータックとは 
➀優れた抗菌・抗ウイルス性： 
この成分を固着加工された部分の表面に付いた特定のウイルスの数を減らし、特定の細菌の増殖を抑えます。 
 
➁⾼い安全性：  
口腔衛⽣⽤抗菌剤をベースにした成分を使⽤しており、各種試験により安全性を確認しています。 
 
＜ご注意＞ 
・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。 
・メッシュ部分に接触したウイルス・菌については効果が期待できますが、ベビーカーへの侵⼊を完全に阻止でき

るものではありません。 
・抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。 
・抗菌性・抗ウイルス性の評価につきましては、クラボウの独⾃評価によるものです。 
 

良寛こどもファミリークリニック院⻑ 
日本⼩児科学会認定専門医 

林 良寛先⽣ 



 

 

■参考情報: 段差乗り越え性・振動吸収性の試験結果 
 
 
ｐ 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ⾃社による段差乗り越え性測定結果（⾃社従来品⽐較）より。 
2 「エルク®」は帝⼈フロンティア（株）の登録商標です。 
3 当社会員様向け出産・育児応援サイト（ピジョンインフォ）の調査結果より。 
4 「Etak®」は（株）CampusMedico の登録商標です。 
5 「CLEANSE®」はクラボウの登録商標です。 

                                                  

※当社従来品/ 重量 6kg 以上のベビーカー。 
傾斜なし：段差に対して垂直に乗り越えた場合。 
傾斜あり：段差に対して⾓度をつけて乗り越えた場合。 

※A 形両対面オート 4 輪ベビ
ーカー/ハンドル切替タイプ/ 
重量 6kg 以上/ 2020 年日本ブ
ランド国内販売品/ 店頭価格
6 万円以上の商品群との⽐較
において （2020 年 7 ⽉当社調
べ）。 

※当社従来品/ 重量 6kg 以上のベビーカー（2020 年 4 ⽉当社調べ）。 
前輪：前輪に振動を加えた場合。 
後輪：後輪に振動を加えた場合。 


