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●商品サイズ：約35×64×30cm
●包装サイズ：370×350×50mm
●包装重量：620g　●入数：20
●材質：（本体）ポリプロピレン、（ワイヤー）PP被膜鉄
線、（ピンチ吊りヒモ、バネ）鋼
●JANコード：875953

●商品サイズ：約35×76.5×34cm
●包装サイズ：405×350×50mm
●包装重量：770g　●入数：10
●材質：（本体）ポリプロピレン、（ワイヤー）PP被膜鉄
線、（バネ）鋼
●JANコード：881053

●商品サイズ：直径約36×43cm
●包装サイズ：360×360×60mm
●包装重量：380g　●入数：20
●材質：（本体）ポリプロピレン、
　　　  （ピンチ吊りヒモ、バネ）鋼
●JANコード：875755

●商品サイズ：約39×32×43cm
●包装サイズ：400×320×35mm
●包装重量：390g　●入数：20
●材質：（本体）ポリプロピレン、（ピンチ吊りヒモ、
バネ）鋼
●JANコード：（B）875557（P）875526

●商品サイズ：約35×61×45cm
●包装サイズ：330×350×45mm
●包装重量：470g　●入数：30
●材質：（本体）ポリプロピレン、（バネ）鋼
●JANコード：875052

●商品サイズ：約35×77×41cm
●包装サイズ：400×350×55mm
●包装重量：705g　●入数：10
●材質：（本体）ポリプロピレン、（バネ）鋼
●JANコード：875458

●商品サイズ：約35×77×32cm
●包装サイズ：405×350×60mm
●包装重量：750g　●入数：10
●材質：（本体）ポリプロピレン、（ワイヤー）PP被膜鉄
線、（ピンチ吊りヒモ、バネ）鋼
●JANコード：878558

●商品サイズ：約38×76.5×35cm
●包装サイズ：450×380×50mm
●包装重量：810g　●入数：10
●材質：（本体）ポリプロピレン、（ワイヤー）PP被膜鉄
線、（バネ）鋼
●JANコード：881152

●商品サイズ：約34×60×33cm
●包装サイズ：330×350×50mm
●包装重量：600g　●入数：20
●材質：（本体）ポリプロピレン、（ワイヤー）PP被膜鉄
線、（ピンチ吊りヒモ、バネ）鋼
●JANコード：875151

●商品サイズ：約25×75×41cm
●包装サイズ：460×255×55mm
●包装重量：610g　●入数：20
●材質：(本体)ポリプロピレン、(ワイヤー)ＰＰ被膜鉄
線、(ピンチ吊りヒモ･バネ)鋼
●JANコード：876059

●商品サイズ：約34×34×36cm
●包装サイズ：400×190×60mm
●包装重量：360g　●入数：10
●材質：(本体・ピンチ・吊りヒモ)ポリプロピレン、(バ
ネ)鋼
●JANコード：881312
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ＭＬ２ ジャンボハンガー 42Ｐ
84955

ＭＬ２ ワイヤージャンボハンガー 42Ｐ 
87855

ML2 スーパージャンボハンガー 52Ｐ
B:88185

ＭＬ２ 丸ハンガー 20Ｐ
87575

ＭＬ２ ハンガー角 32P
84975

ＭＬ２ バスタオルハンガー
84865

ＭＬ２ デリケートハンガー 24Ｐ
88131

●商品サイズ：約35×77×38.5cm
●包装サイズ：450×350×60mm
●包装重量：820g　●入数：10
●材質：(本体)ポリプロピレン、(ワイヤー)PP被膜鉄
線、(バネ)鋼
●JANコード：881459

ＭＬ２ ラクラク角ハンガー 42Ｐ
88145

ＭＬ２ ベランダ用目隠しハンガー 
88155

ＭＬ２ ベランダ用目隠しハンガージャンボ 
88165

ＭＬ２ アーチ角ハンガーＳＴ 32Ｐ
87515

ML２ ハンガー角・平型 24P
B:87555 P:87552

サイドフックを使ってベランダの手すりの高さ内で干すのに便利です。
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●商品サイズ：約35×77×41cm
●包装サイズ：450×350×60mm
●包装重量：820g　●入数：10
●材質：(本体)ポリプロピレン、(ワイヤー)PP被膜鉄
線、(バネ)鋼
●JANコード：882555

ＭＬ２ かんたんフック角ハンガー 42Ｐ
88255

洗濯ばさみが
つかみやすい

低い竿はもちろん
高い竿へもラクラク！

サイドフック
で

固定できる

　

●商品サイズ：約36×70×35cm
●包装サイズ：420×345×50mm
●包装重量：550g　●入数：20
●材質：(本体)ポリプロピレン、(ワイヤー)PP被膜鉄
線、(バネ)鋼
●JANコード：847301

●商品サイズ：約40×75×40 cm
●包装サイズ：445×400×50mm
●包装重量：760g　●入数：10
●材質：(本体)ポリプロピレン、(ワイヤー)PP被膜鉄
線、(バネ)鋼
●JANコード：847318

●商品サイズ：約27×53×39cm
●包装サイズ：580×90×75mm
●包装重量：515g　●入数：20
●材質：(本体)ポリプロピレン
●JANコード：847356 

●商品サイズ：約31.5×9×1.5cm
(アーム伸縮時)約41×18.5×1.5cm
●包装サイズ：315×90×30mm
●包装重量：140g　●入数：10函×6
●材質：ポリプロピレン
●JANコード：847349

●商品サイズ：約30×70×35cm
●包装サイズ：435×345×50mm
●包装重量：700g　●入数：10
●材質：(本体)ポリプロピレン、(ワイヤー)PP被膜鉄
線、(バネ)鋼
●JANコード：847325

●商品サイズ：約31×64×64cm
(アーム伸縮時)約31×83×83cm
●包装サイズ：390×110×110mm
●包装重量：590g　●入数：20
●材質：ポリプロピレン
●JANコード：847332

ＬＤ 渡し干しハンガー 30
84730

ＬＤ スムーズハンガー 48
84731

ＬＤ ロングフックハンガー 40
84732

ＬＤ 伸びるパラソルハンガー
84733

ＬＤ 時短ハンガー２Ｐ
84734

ＬＤ 時短ハンガーダイレクト
84735
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［超・耐久力］
という洗濯ピンチ。

●商品サイズ：約34×60×36cm
●包装サイズ：365×350×60mm
●包装重量：690g　●入数：20
●材質：（本体）ポリプロピレン、（ワイヤー）PP被膜鉄線、（キャッ
プ）ポリエチレン、（ピンチ・吊りヒモ）ポリカーボネート、（バネ）鋼
●JANコード：（B）885457、(CL)885464

●商品サイズ：約35×61×30cm
●包装サイズ：365×350×50mm
●包装重量：660g　●入数：20
●材質：（本体）ポリカーボネート、（ワイヤー）アルミ、
（バネ）鋼
●JANコード：（B）885358、(CL)885365

●商品サイズ：約35×63×32cm
●包装サイズ：385×360×60mm
●包装重量：610g　●入数：10
●材質：（本体）アルミ、ポリプロピレン、（ワイヤー）PP被膜鉄線
（キャップ）ポリエチレン、（ピンチ・吊りヒモ）ポリカーボネート、（バネ）鋼
●JANコード：（B）885556、(CL)885563

●商品サイズ：約5.5×3.4×1.3cm
●包装サイズ：170×110×35mm
●包装重量：85g　●入数：20函×8
●材質：(本体)ポリカーボネート、 (バネ)鋼
●JANコード：（B）885051、（CL）885068

●商品サイズ：約6.5×3.5×1.5cm
●包装サイズ：150×130×35mm
●包装重量：81g　●入数：20函×8
●材質：（本体）ポリカーボネート、（バネ）鋼
●JANコード：（B）885150、（CL）885167

●商品サイズ：約9×5.8×3cm
●包装サイズ：220×90×60mm
●包装重量：70g　●入数：20函×8
●材質：（本体）ポリカーボネート、（バネ）鋼
●JANコード：（B）885259、（CL）885266
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ポリカ角ハンガーST 32P
B:88545 CL:88546

ポリカ角ハンガーDX 32P
B:88535 CL:88536

ポリカ角ハンガーアルミ 32P
B:88555

ポリカピンチ 16個入
B:88505

ポリカランジェリーピンチ 12個入
B:88565

ポリカ竿ピンチ ５個入
B:88525CL:88556 CL:88506 CL:88516 CL:88526

角
ハンガー他 洗濯シリーズ

洗濯物干しの
不満を解消する
便利な機能。

高いところにも
ラクラク干せる

洗濯ばさみが
からみにくい

伸縮アームで
使い分け

スパッと洗濯物を
取り外し

シンプルな
「渡し干し」に

最適!

洗濯ばさみ
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