
 creative products for companion animals  



That night, she sat in her desk with only a little lamp lighting the room. 

She wanted to do something. “This can not be it”, she thought. She needed closure, 

something to make her feel that she didn’t just lose everything. 

Something could still be recovered. 

With her favorite music on the background (this one made her sleep like a rock), 

she opened her laptop and created a new folder. The name of the folder was “Carrie”. 

Within 15 minutes, this was filled with almost 300 files of photos and videos. 

The next morning, she found a letter next to her bed. 



“Dear human, 

I see that you are crying because I’m not there anymore. Please, don’t cry. I know that you are sad, but I want 
to explain some things to you.

You are sad because I’m gone, but I am happy because I got the chance to meet you. So many little animals go 
through life alone, with no one loving them. But I am lucky because you chose me. You made me part of  your 
family, you made me delicious meals, you petted me, you played with me, you told me you loved me. 

I want you to know that you made me the happiest pet on earth and I will never leave you alone. I’ll always be 
there watching over you. 

I will miss very much licking all your face, and the times we slept together. I remember the night you came 
home crying, and I sat there with you, watching you. I didn’t understand very well what was happening, but I 
knew I had to stay there with you. 

I’m sorry for staring at you every time you were eating. It’s just that your food looked so yummy. 

I will miss you and love you forever. This is not goodbye…. we will meet again someday”.

                                                                                                                                     

                                                                                                                               With love,
                                                                                                                               Carrie



NOWWeは、あまりこれまでクローズアップされてこなかった問題に真剣に向き合ってみました。
その問題とは “いかに安全に車でペットと移動するか” です。

アメリカ自動車協会によると犬を飼っている80％のオーナーが車で移動しているとのことです。
そしてたったの16％の人のみがゲージやドライブハーネス等を使っています。

この数字をどう思いますか？

あなたにとってペットは家族の一員のはずです。
家族ならまず安全を考えませんか？



Safety or Nothing











CARRIE

韓国

外側-抗菌性ABS（アクリルコーティング）

内側-合成繊維

クッション-コットン、ポリエステル

（クローズ時） W55cm × D12cm × H30cm 

（オープン時） W30cm × D55cm × H55cm

（クッション） W30cm × D55cm × H6cm

約1.8kg

約7kg

¥28,000（+税）

55cm

商品名：

デザイン/製造国：

素材：

サイズ：

重さ：

耐荷重：

定価：

55cm

30cm

55cm

12cm

◇使用時

◇フロント ◇サイド



取り付けはとても簡単で、シート背もたれの部分下に巻くベルトと、ヘッドレストに付けるベルトで固定します。
メッシュは丈夫にできており、破れにくくなっています。また、ドライブ中でも中のペットの様子が見えて安心です。
内蔵されているクッションは肌触りが良く、非常に柔らかい素材のため、
ペットにとって居心地の良い空間を作ります。
リードフック付属。クッションは洗濯可能。
車以外でも、外出先でもちょっとしたハウスとして使用できます。

（※何かに引っ掛ける等して固定が必要になります。）



Here’s to Friends

For the ones that always have your back

For the ones that say goodbye when you leave

And wait at the door when you come back

For the ones that are always happy to travel with you

For the ones who always make you smile

For those friends who always listen

For that friend who loves to sleep next to you

And also for that friend that thinks that hiding food in the couch is fun

For that friend who is always going to be there for you

For them, we watch over their safety

Because they deserve it 

They are the most loyal friends

And we take care of our friends.



Meet our friend, Matthew

 

Matthew laughs of everything, even when it’s not funny. Actually, he is always happy.

Matthew loves to play the ball all day, he rarely gets tired. Even though you do.

Matthew loves to be carried, despite the fact that he is really heavy (no Matthew, you're no 

fat. You're full of love).

Matthew came to your life when he was very little, but now he is all grown up.

Still today he finds his way between your arms, just like when he was a baby,

the warmest place where he feels safe and loved.

 
Matthew is here to take care of all the big hearted (and size) pets. Now there is no good 

reason to not take that road trip with your pet, or just take him in the car with you for a little 

ride. And Matthew knows it =)











137cm

132cm

10cm 24cm 10cm

44cm

（シリコン素材）

44cm

Non-slip 
fabric 

Hidden side wing

Hidden back wing
(Folded)

 

デュポン社による高機能ファブリック。コットンの10倍、ポリエステルの
3倍、ナイロンの2倍耐久性のある素材です。
そのため、大きなペットに使用しても破れにくく、防水性にも優れている
ので尿や汚れを防ぎます。
また、耐熱性能もあるので、夏の暑い日でも変形することはありません。

※CORDURA® ファブリックとは

MATTHEW

韓国

CORDURA®ファブリック

ベルト-ナイロン＆ポリエステル

インナーパッド-ポリエチレン

約W132cm × H137cm

(サイドウィング W50cm × H45cm）

（バックウィング W132cm × H20cm） 

約2.2kg

¥23,000（+税）

商品名：

デザイン/製造国：

素材：

サイズ：

重さ：

定価：



パッドが内蔵されているので型崩れしにくく、簡単に装着が可能です。
また、シートベルトキットが付属されており、
シートカバーとペットを固定できるので、
安全にペットと一緒にカーライフが楽しめます。
シートの座面にあたる箇所はシリコン素材で、
ペットが動いても、シートカバーがずれにくくなっています。
普段隠れていますが、バックウイング/サイドウイングがあり、
広げるとより大きいサイズになります。
素材は防水性に優れているので、汚れも簡単に拭き取る事ができ、
いつも清潔な状態で使用できます。











ETHAN

韓国

キャンバス生地

クリップ-ステンレススチール

ワンタッチフック-スチール

約L53-82cm × 2.5cm

約128g

グレー、ベージュ

¥5,700（+税）

商品名：

デザイン/製造国：

素材：

サイズ：

重さ：

色：

定価：



簡単に装着でき、ペットの突発的な動きや車の急停車で、ペットが放り出される危険性を防ぐアイテムです。
強度と湿気に強いステンレス、ベルト部分は強度と耐久性のある素材でできています。
小型犬から大型犬まで対応可能です。











INDY

韓国

上段-タイベック®（高密度ポリエチレン）

上段中身-マイクロファイバー

下段カバー-CORDURA®ファブリック

下段中身-スポンジ

S 約W75cm × D53cm × H18cm

L 約W95cm × D70cm × H18cm

S 約2.4kg

L 約3.8kg

S ¥17,000（+税）

L ¥23,000（+税）

商品名：

デザイン/製造国：

素材：

サイズ：

重さ：

定価：

0.5〜10ミクロンのポリエチレンの極細長繊維をランダムに積層し、熱
と圧力だけで結合させたシート（不織布）です。
特徴は、優れた透湿・防水性能を有し、抜群の強度と耐久性能を保つ
ファブリックです。

※タイベック® とは



ペットが安心してリラックスできる場所を考えて2通りの使い方が出来るデザイン。
上段はまるで雲の上にいるような居心地のいいベッド。
下段はペットの好きなくぼんだ形になっており、リラックススペースに。
抜群の通気性と防水性で、いつでも清潔な状態を保ちます。

（上段ベッドの裏側は防水ではありません。）
カバーと上段中身のマイクロファイバーは洗濯可能。
ダークグレーとブラックに赤いジッパーと高級感のあるカラーデザインになっています。



CONTACT US

NOWWe総輸入元：ラガーコーポレーション
〒 338-0011 埼玉県さいたま市中央区新中里 1-3-3 埼大通りメディカルビル 3 階

TEL : 048-827-2525   FAX : 048-827-5005   E-Mail : info@lager.co.jp
URL : www.nowwe.co.jp / www.lager.co.jp   


