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数字の5は10進法で真ん中に位置する数。
均衡、調和、バランスのとれた、様々な要素の中心であることを意味します。
NO5は、アクティビティとオーガニックの調和を盛り込んだモデルです。

活動性とオーガニック、2つの要素を組み合わせたプレミアムヒップシート



04
WOOJIN PLASTIC社製 DURAFLEX® ウエストバックル
安全性と優秀性を認められた最高の WOOJIN PLASTIC 社製 
DURAFLEX のバックルを使用。
バックルにもエンボス加工でポグネーのオリジナルロゴを入れ
ました。

05
スライドチェストバックル
両肩ベルトに取り付けられたスライド
バックルは、レール式になっており、
上下させることが出来るのでお好きな
位置に調節可能です。
肩ベルトをしっかりと固定して
くれます。

08
足の擦れ防止
お子様の足が擦れる部分にはクッショ
ン材を入れ、柔らかなオーガニック
コットン生地で仕上げました。ベビー
の敏感なお肌にも安心です。

07
メッシュ背もたれ
カバーのファスナーを下げると、
メッシュ素材になっており、そ
の日の気温やお子様の体温に応
じて調整することができます。
通気性に優れており背中の熱を
逃がしてくれるので、汗っかき
なお子様も夏の暑い日も、涼し
く快適に過ごすことができます。

06
二重安全装置
YKK AUTO LOCK ファスナーでヒップシートとベビーキャリ
アを接続し、さらに二重安全ベルトでもう一度接続するので、
より安全に使用することができます。

09
バンブー素材 よだれカバー
前向き抱っこで使用する際、お子様のおしゃぶりやよだれか
らヘッドレストをカバーしてくれます。
ベビーキャリアをいつも清潔に使用できるので衛生的。
スナップボタンで簡単に装着可能です。
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SPECIFICATION

SCANDINAVIA

01
二種類のスリーピングフード

オーガニックコットンフード

クールメッシュフード

スリーピングフード
AIR MESH 肩ストラップ

二重安全ベルト

足の擦れ防止

感覚的な北欧スタイルのデザイン
安心のオーガニックコットン素材

MESH
優れた通気性のメッシュ素材

MELANGE
洗練された最高級のメランジ生地

サイドポケット

メッシュ背もたれ

お肌に優しいオーガニックコットン 100％素材でベビーの
敏感なお肌にも安心。スタイリッシュなオリジナルデザイ
ンのフードは、強い日差しや紫外線、黄砂や埃など様々な
物からお子様の頭部を守ってくれ、快適に眠ることができ
ます。
夏の暑い日や汗をかいている時はメッシュフードをチョイ
ス。
その時々に応じて使い分けることができます。

02
ヘッドレスト
頭と首を支え正しい姿勢で抱っこす
ることができます。
お子様が眠っても首が後ろに垂れる
ことを防いでくれます。

03
サイドポケット
ヒップシートの外側にマチのあるポケットをつけました。
スマートフォンや小銭入れ等の所持品を収納することができ
便利です。
両サイドにパターン生地を使用することで、より洗練された
印象に仕上げました。
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ポグネーはOEKO-TEX認証を取得したマジックテープを使用しています。
OEKO-TEX® ラベルは、繊維製品に有害な物質がないことを証明する認証マークです。乳児
が使用するのに適した繊維製品に認証を付与し、繊維の加工過程で発生する可能性のある
ホルムアルデヒド、重金属などの有害な成分を制限して、人体に適した製品であることを
認証するヨーロッパ最高の権威ある環境認証マークです。

ポグネーはGOTS認証を取得した最上級オーガニック生地を使用しています。
GOTS とは、代表的な国際基準策定機関（米国の OTA、日本の JOCA など）によって、原
料の収穫から環境に優しく社会的に責任のある製造を経て、消費者に信頼できる保証を与
えるラベリングに到るまで、『繊維製品が正しくオーガニックである』という状況を確保
する世界的なルールを定めるために開発された、国際オーガニック繊維基準です。
NO5 は GOTS の認証を取得した最上級オーガニック生地を使用して作られています。 

ポグネーは世界最高のファスナー、YKK社製を使用しています。
1 万回以上開閉しても丈夫な耐久性を誇る、世界で 50％以上のシェアを誇る YKK ストップ
ファスナーを使用しています。

ポグネーは世界でバックル1位を誇る、WOOJIN PLASTIC社製を使用しています。
WOOJIN PLASTIC は、世界のプラスチックバックル市場 40％のシェアを誇るバックル会社
であり、世界最高の性能と技術力が認められています。
衝撃や圧力に弱い中国産の低価格のバックルとは比較になりません。 

NO5、最も良い素材で、最も安全に作りました。

ファスナーからマジックテープまで、一つ一つ厳選された資材を使用しています

10
バンブー素材 よだれパッド
肩ストラップに装着すれば、赤ちゃんの柔らかい顔に傷がつ
かないようカバーしてくれ、いつも清潔に使用することがで
きます。着け外しが簡単便利なスナップボタン仕様。

※バンブー素材
非常に柔らかく肌触りの良いバンブーレーヨン使用。
敏感な赤ちゃんのお肌にも刺激を与えず、おしゃぶりしても
安心してお使い頂けます。コットンに比べ、水分の吸収が 1.3
倍以上早いため、衛生的で快適です。

13
イラスト付き使用説明
注意書きがより簡単に理解できるようにイラストで
表現しました。

15
環境に優しい 滑り止めパッド
お尻のシート部分は、厳しい有害物質検査を通過した環境に
やさしい安全なゴム素材を使用しており、お子様が滑るのを
防いでくれます。

12
無毒性EPP(発泡ポリプロピレン)型
軽量かつ丈夫な無毒性 EPP モールディング
フォームを使用。
変形しないので半永久的に使用することができ
ます。

14
AIR MESH 肩ストラップ
体に密着する側を、通気性に優れた
メッシュ素材にしました。
夏でも快適にご使用頂けます。
また、高弾力のクッションが肩への
負担を軽減してくれるので、長時間
使用しても無理が来ず快適です。

11
安定感のあるワイドなウエストベルト

幅広なマジックテープでしっかり留めることができ、ジャス
トサイズに調節可能です。(41 インチ：ウエスト100cm まで
使用可能）
ワイドなウエストベルトはフィット力があり、お子様の体重
をしっかりと効果的に支えてくれます。
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これがポグネーのヒップシートNO5です。

ポグネーだけの技術力を体感してください！
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ポグネーの
人間工学に基づくデザイン

良くない姿勢(×) 推奨する姿勢(○)

01

ポグネーの人間工学に基づくデザイン
NO5 ヒップシートは、赤ちゃんの足が M 字型に開き、太もも
とふくらはぎが自然に 90 ～ 120 度まで動かすことができるよ
う設計されています。
この M 字型の姿勢は、股関節に掛かる負担を大きく減らし、股
関節に無理を与えない姿勢で赤ちゃんを抱くことができます。 

M字型姿勢が推奨される理由
胎児はママのお腹の中にいる間、ひざを曲げ、股を開いてカエ
ルのような格好をしています。
生後間もない赤ちゃんにとって、このスタイルが一番無理のな
い、自然な姿勢であり、自然に関節を伸ばせるようになるまで
数ヶ月掛かると言われています。
無理に真っすぐにさせようとしたり、この姿勢を妨げるような
抱っこ紐の使い方をすることで、股関節の発達がうまくいかず
脱臼してしまいます。

参考：国際股関節異形成学会（IHDI） 

シートサイズは  大きければ大きいほどいい？NO！
ポグネーだけの最適化されたサイズ感

Best Size!

蜂の巣状メッシュの優れた通気性！
自慢の通気口のサイズを手にとってご確認ください。

02

通年用ヒップシート
夏は涼しく！冬は暖かく！

03
NO5 ヒップシートは、一年を通して使用可能な製品です。
ファスナーでカバーを開けることができるので、暑い夏は通気
性の良いメッシュ素材で使用可能。
汗をかきがちなベビーの背中からお尻にかけて風を通して涼し
く快適に。
冬はファスナーをしっかりと閉めれば、防風機能のあるカバー
が寒さからお子様を守ってくれます。

継続的な研究開発によって、『ママとベビー両方の快適さ』が
考慮された最適なサイズ感のシートが完成しました。
不必要なスペースを最小限に抑えることで、赤ちゃんの情緒
的な安心感と、正しい姿勢を維持。また、赤ちゃんの体重が
効率的に分散されるので、ママは体にフィットし、軽い着用
感を感じることができます。
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NO5 着用方法 ( 抱っこ )

NO5 の使用例

10

抱っこ /ヒップシート 前向き抱っこ /ヒップシート

抱っこ /ヒップシート
＋ベビーキャリア

前向き抱っこ /
ヒップシート＋ベビーキャリア

おんぶ /ヒップシート＋ベビーキャリア 抱っこ /スリーピングフード
＋ヒップシート＋ベビーキャリア

01 02 03 04

05 06

1. ヒップシートを背中側にして、
ずれないようマジックテープを
きっちり重ねて留めます。

2. バックル、ウエストストラッ
プの順に締め、ピッタリフィッ
トさせます。

3. ヒップシートを正面にまわし、
ベビーベルトの右側を外してお
きます。

4. お子様をしっかりと両手で支
え、ヒップシートの上に座らせ
るように乗せます。

5. 落下しないようしっかり支え
ながら肩ストラップを着用しま
す。

6. 両肩ストラップが同じ位置に
くるよう調節します。

7. チェストバックルを留めます。
ベビーベルトを装着します。
※ベビーベルトのつけ方は別途
参照

8. お子様が正しい位置に座って
いるか確認し、余った肩ベルト
の端を矢印の方へ引っ張り調整
します。09

NO5 こんな時にご活用ください！

月齢別 推奨使用方法

ヒップシート使用時 ヒップシート + 
ベビーキャリア使用時

① 家の中でお子様を抱っこする時
② お子様がぐずる時やげっぷをさせる時
③ お子様を寝かせる時
④ 腱鞘炎などで手首が痛い時
⑤ 素早く抱っこしたい時
⑥ 近くにお出掛けする時
⑦ 抱っこしたり降ろしたりを繰り返す時

① ママが両手を自由に使いたい時
② お子様をおんぶする時
③ お子様を前向き抱っこする時
④ 長時間外出する時

ヒップシートキャリア
HIPSEAT CARRIER

ヒップシート
HIPSEAT

※ヒップシート単体の対面抱っこは首がすわってから使用。※前向き抱っこ・おんぶは腰がしっかりすわってから使用。
※お子様の発育状態に応じて、使用時期には個人差があります。

・対面抱っこ

・横抱っこ

・前向き抱っこ

・対面抱っこ

首がすわる前 
0 ヶ月 (3.5 kg)

首すわり 
3 ～ 4ヶ月 (6 kg)

ひとり座り 
6 ヶ月 (7.5 ～ 8 kg)

たっち・ひとり歩き 
12 ヶ月から (9.5 kg ～ )

※首がすわるまでは必ず
新生児インサート ( 別売 ) を使用

・おんぶ
・前向き抱っこ
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ファスナー接続時の注意事項

ベビーベルト各部名称

①ヒップシートとベビーキャリアのファスナー
を接続して、最後まできっちり閉めます。

②写真のようにファスナーのつまみを右方向に
しておくと、自動でロックが掛かりファスナー
が開きません。
※ファスナー部分を安全カバーで完全に覆いま
す。

③ベビーキャリアについている接
続ストラップをヒップシートの D
リングに通してボタンを留めてく
ださい。

④必ず写真のようにファスナーと
接続ストラップの両方を接続して
お使いください。

①

①スナップボタン
②ストラップ
③ポグネーロゴラベル
④メッシュパッド
⑤アジャスター
⑥アジャスターカバー
⑦カバースナップボタン

②
③

④

⑤⑥

⑦

NO5 着用方法 ( おんぶ )NO5 着用方法 ( おんぶ )
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①お子様を抱っこします。
※ベビーベルト、チェストバッ
クルを必ず留めます。胸スト
ラップ、肩ストラップは少し緩
めておきます。

②左手を肩ストラップの上から
抜きます。
( 肩ストラップが脇の下にくる
ようにします )

③右手は肩ストラップの下へ通
して抜きます。
( 肩ストラップが肩の上にくる
ようにします )
※肩ショルダーが左は脇に挟む
ように、右は肩の上に乗ってい
る状態になります。

④左手でお子様をしっかりと支
えながら、左側にゆっくりと回
します。

⑤お子様が体の横に来たら、少
し前かがみになってキャリアが
正面になるように回します。
( 右手で胸ストラップを引っ張
りながらすると回しやすいで
す )

⑥右手を肩ストラップに通しま
す。

⑦左のストラップを肩にかけま
す。

⑧肩ストラップ、胸ストラップ
を調整します。

ベビーベルト着用方法

1. 装着時、右側だけボタンを外
しておきます。
ベビーベルトのストラップは最
長の長さにしておくと後に調整
しやすいです。

2. ベルトの端を左手で持って、
右手をママとお子様の体の間に
通します。

3. そのまま右手で受け取り、右
に引きます。

4. ボタンをとめ、ストラップを
引っ張って長さを調整します。



CAUTION

使用上の注意事項

・ご使用前にバックルや縫製等、異常がないかご確認ください。
・ベビーキャリアを使用する際にすべてのバックルがきちんと結合されることをご確認ください。
・お子様を抱っこやおんぶしている時に腰ベルトを先に緩めると、お子様が転落する恐れがありますので、必ず安全におろしてから
腰ベルトを解いてください。
・キャリア上部に接続せずヒップシートのみで使用する際は、お腹の位置で着用するとより安定します。
・ヒップシートとキャリア上部を接続して使用する際は、ヒップシートを腰の位置で着用します。腰ベルトを緩めて着用すると腰や
背中に負担が掛かりますので、できる限りタイトにフィットさせてください。
・着用時はヒップシートを腰の後ろにし、前方でマジックテープをとめるようにすると、タイトに着用することができます。（ヒップ
シート着用方法写真参照）
・万が一に備えて、常にお子様の体に手を添えてご使用ください。
・使用に慣れていない間はクッション性のある場所で着用したり、補助してもらいながらご使用ください。
・着用時また保管時も、マジックテープをきちんと合わせてください。ベルト部分に触れると糸くずが生じる原因になります。

洗濯時の注意事項

洗濯の前に必ず注意事項の内容を確認してください。
誤った洗濯や乾燥によって生じた商品の異常での交換または返品はできません。

・オーガニックコットンは色落ちしないようにする定着剤などの合成成分を使用しておりません。よって特性上、洗濯・乾燥後に自
然な色落ちや色あせが起こることがありますが、商品不良ではございません。
・ヒップシートは必ず EPP( 発泡ポリプロピレン ) 型を取り出し、ウエストのマジックテープとバックルを留めてネットに入れて洗っ
てください。
マジックテープを止めずに洗濯すると、バイアス部分に傷ができ、糸くずが生じてしまいます。
・30度以下の水で必ず単独手洗いしてください。
（生地の損傷の原因となることがございますので、やさしく洗ってください）
・長時間水に浸しておかないでください。
（収縮や色移りの原因となり、生地が傷む場合がございます）
・手洗い推奨。洗濯機使用の際は必ずネットに入れ、手洗いコースまたはドライコースで洗濯してください。
・直射日光を避け、風通しの良い日陰で干してください。
・少しの汚れは濡れタオルなどで拭くか、または部分洗いするようにし、頻繁な洗濯機の使用は避けてください。
ドラム洗濯機や乾燥機による乾燥は、製品の損傷や変形を引き起こす可能性がありますので、自然な状態で乾燥させてください。
ベビー用品専用洗剤でもアルカリ成分が含まれる場合、変色や色落ちの原因となることがありますので、中性洗剤をお使いください。

製造社
POGNAE Co.,Ltd.
MADE IN KOREA

販売元
株式会社 T&G インターナショナル
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 4-10-28 第一飯沼ビル 3F
TEL 06-6121-6923( 平日：10 時～ 17 時 )
www.pognae.jp 14
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