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コンビ株式会社は、空気の層で赤ちゃんを振動から守る「エアクッション」や新素材の  

衝撃吸収素材「エッグショック”Qnew”（クニュ）」などで振動を約 40％低減（※１）した    

ベビーカー「コンビ ホワイトレーベル ディアクラッセ オート 4 キャス エッグショック」

を、2013 年 12 月上旬より全国のベビー用品専門店、玩具専門店、百貨店などで販売いたし

ます。 
進化した新しい「振動レスシステム」で様々な揺れから赤ちゃんを守ります。また従来品

に比べ 3cm 高くなった 58cm の安心ハイシートで赤ちゃんとの距離がもっと近くなり、  

ベビーカーへの赤ちゃんの載せ降ろしも楽にできます。さらに開口部が大きくなって出し 

入れしやすくなった新形状の 19 リットルの大型カゴを搭載しており、荷物が多くなる   

子育て中のおでかけに便利にご利用いただけます。 

 

【製品仕様】 

■ 製品名 ： コンビ ホワイトレーベル ディア         

クラッセ オート 4 キャス エッグ 

ショック FD-700/FD-600/FD-500 

■ カラー ：  ボルドー（FD-700）／シーン 

ブラック(FD-600)／マーリー  

(FD-600)／ブラックベリー(FD-500)  

／クラシックロゼ(FD-500)／スモー 

キーブルー(FD-500) 

■価格  ：  【FD-700】70,000 円（税込 73,500 円） 

【FD-600】60,000 円（税込 63,000 円） 

【FD-500】50,000 円（税込 52,500 円） 

 ■対象月齢： 生後 1 カ月～36 カ月頃まで     

（体重 15kg 以下） 

 ■安全基準： 製品安全協会安全基準 A 型合格 

 

 
■「ストレスフリープロジェクト第 2 弾！」 

発売を記念し、10/1～10/25 まで 10 名様モニター  

プレゼントを実施。また、ディアクラッセユーザーの東尾理子さんが、ご自身の体験をも

とに語る「赤ちゃんのストレス軽減術」を web でご覧いただけます。合わせて、11 月上

旬より各ベビー用品専門店・百貨店などで、先行予約会を実施いたします。 
詳細はコンビホームページをご覧ください http://www.combi.co.jp/ 

 
 
 

 
空気のちからで振動を約 40％低減（※１）            

座面高 58cm ハイシートのベビーカー 

「ディアクラッセ オート 4 キャス エッグショック」 12 月上旬新発売 



 
《主な製品特徴》 
 
① 以下の６つの機能からなる「赤ちゃんを空気で守る、新・振動レスシステム」搭載で、

従来品に比べ約 40％振動を低減（※１）。 
【New 4 輪ソフトエアサスペンション】車輪部には従来のソフトサスペ

ンションに加えて、空気のクッションを装備。 

 
 
【New エアクッション】座面の下にも空気のクッションを内蔵し 

路面からの振動を吸収（FD-700・600 に搭載）。 

 
 
【New エッグショック Qnew(クニュ)】頭部には新素材を採用。さらに

パワーアップした衝撃吸収素材「エッグショック Qnew（クニュ）」を

搭載。格子状にすることで、高い通気性を確保。（FD-700 に搭載） 

 
 
【大型エアセルクッションタイヤ】タイヤ側面に空気室を設けることで、

路面からの振動伝達を緩和。 

 

 
【W エッグショック】卵を落としても割れないほどの衝撃吸収素材を

頭部に搭載（FD-600・500 に搭載）。 

 
 
【3D エッグショック】座面には通気性に優れた立体型エッグショッ

クを搭載。面積が拡大しさらに安心。 

 
 

② シート高 58ｃｍの安心ハイシート：従来品よりもっと高くなり、赤ちゃんとの距離が近

くなって乗せ降ろしも楽にできます。 

③ 19ℓ大型カゴ：おでかけのとき、荷物が多くなっても困らない、出し入れしやすい新形状

の大型カゴ（耐荷重 10kg）です。（FD-700・600 に搭載） 

④ エアスルーシステム：開閉式の通気孔から熱を放出でき、赤ちゃんが一年中快適に過ご

せます。 

⑤ 対面時でも押しやすい「オート 4 キャス」：対面・背面のハンドル切り替えに連動して、

進行方向に対して前輪のキャスターだけが自動で回転する機能。常に小回りが利いて、

行きたい方向にラクラク行けるから、お散歩の自由がさらに広がります。 

⑥ 片手ワンタッチ開閉＆ぱぱっとクローズ：片手で赤ちゃんをだっこしたり荷物を持って

いても、もう片方の手でレバーを握って操作するだけで簡単開閉。また、背もたれをフ

ルリクライニングさせた状態で折りたたんでも、自動的に背もたれが起き上がるので、

すぐにすっきり収納状態になります。 
 

 

※１ 当社従来品比 コンビ調べ 



 
 

商品写真 

 

商品名（カラー） 価 格
（税込） 

対象月齢 サイズ 

 

 

 

 

 

 

コンビ ホワイトレーベル
ディアクラッセ オート 4
キャス エッグショック
FD-700（ボルドー） 

\73,500 （開） W498× D885～
1035×H1030～1125mm 

（閉） W498× D410×
H920～1010mm 

本体重量：7.4kg 

( フ ル 装 備 重 量 ：
7.9kg) 

 

 

 

 

 

 

コンビ ホワイトレーベル
ディアクラッセ オート 4
キャス エッグショック
FD-600（シーンブラック）

 

 

 

 

 

 

コンビ ホワイトレーベル
ディアクラッセ オート 4
キャス エッグショック
FD-600（マーリー） 

￥63,000 （開） W498× D885～
1035×H1030～1125mm 

（閉） W498× D410×
H920～1010mm 

本体重量：7.4kg 

( フ ル 装 備 重 量 ：
7.5kg) 

 

 

 

 

 

 

 

コンビ ホワイトレーベル
ディアクラッセ オート 4
キャス エッグショック
FD-500（ブラックベリー）

 

 

 

 

 

 

コンビ ホワイトレーベル
ディアクラッセ オート 4
キャス エッグショック
FD-500（クラシックロゼ）

 

 

 

 

 

 

コンビ ホワイトレーベル
ディアクラッセ オート 4
キャス エッグショック
FD-500（スモーキーブルー）

￥52,500 

生後 1 ヵ月
～36 ヵ月頃
まで 

( 体 重 15kg
以下) 

（開） W498× D885～
1035×H1030～1125mm 

（閉） W498× D410×
H920～1010mm 

本体重量：6.5kg 

( フ ル 装 備 重 量 ：
6.6kg) 

 

 
※本体重量はダッコシートα・フットマフ・ハンドルカバーを除く 
 
 

報道各位からのリリースに関するお問い合わせ先 ：経営企画部 広報担当 安藤 
TEL：０３－５８２８－７６０７／FAX：０３－５８２８－７６６２ 

製品に関するお問い合わせ ：コンシューマープラザ 

TEL：０４８－７９７－１０００ 


