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●商品サイズ：約9×33×20cm
●包装サイズ：400×95×50mm
●包装重量：130g　●入数：40
●材質：（本体）アルミ、ポリプロピレン、（キャップ）ポリ
エチレン、（バネ）鋼
●JANコード：852138

●商品サイズ：約17.5×34×27cm
●包装サイズ：395×190×45mm
●包装重量：290g　●入数：30
●材質：（本体）アルミ、ポリプロピレン、（キャップ）ポリ
エチレン、（ワイヤー）PP被膜鉄線、（バネ）鋼
●JANコード：843730

●商品サイズ：約32×34×29cm
●包装サイズ：400×170×65mm
●包装重量：400g　●入数：20
●材質：（本体）アルミ、ポリプロピレン、（キャップ）ポリ
エチレン、（ワイヤー）PP被膜鉄線、（バネ）鋼
●JANコード：843631

●商品サイズ：約35×63×32.5cm
●包装サイズ：385×360×60mm
●包装重量：540g　●入数：10
●材質：（本体）アルミ、ポリプロピレン、（キャップ）ポリ
エチレン、（ワイヤー）PP被膜鉄線、（バネ）鋼
●JANコード：843532

●商品サイズ：約39×73.5×35cm
●包装サイズ：450×390×70mm
●包装重量：730g　●入数：10
●材質：（本体）アルミ、ポリプロピレン、（キャップ）ポリ
エチレン、（ワイヤー）PP被膜鉄線、（バネ）鋼
●JANコード：851933

●商品サイズ：約37.5×79.5×37cm
●包装サイズ：470×395×65mm
●包装重量：875g　●入数：10
●材質：（本体）アルミ、ポリプロピレン、（キャップ）ポリ
エチレン、（ワイヤー）PP被膜鉄線、（バネ）鋼
●JANコード：853937

●商品サイズ：直径約82×49cm
●包装サイズ：545×100×100mm
●包装重量：585g　●入数：10
●材質：（本体）アルミ、ポリプロピレン
●JANコード：852435

●商品サイズ：約5.5×3.7×1.2cm
●包装サイズ：160×100×35mm
●包装重量：76g　●入数：20函×8=160
●材質：（本体）ポリプロピレン、（バネ）鋼
●JANコード：843839

●商品サイズ：約35×35×35cm
●包装サイズ：420×220×50mm
●包装重量：430g　●入数：20
●材質：（本体）アルミ、ポリプロピレン、（キャップ）ポリ
エチレン、（ワイヤー）PP被膜鉄線、（バネ）鋼
●JANコード：(G)846533、(B)846557

●商品サイズ：約35×61×37.5cm
●包装サイズ：390×350×50mm
●包装重量：540g　●入数：20
●材質：（本体）アルミ、ポリプロピレン、（キャップ）ポリ
エチレン、（ワイヤー）PP被膜鉄線、（バネ）鋼
●JANコード：(G)846632、(B)846656

●商品サイズ：約35×70×38cm
●包装サイズ：440×350×50mm
●包装重量：670g　●入数：10
●材質：（本体）アルミ、ポリプロピレン、（キャップ）ポリ
エチレン、（ワイヤー）PP被膜鉄線、（バネ）鋼
●JANコード：(G)846731、(B)846755

●商品サイズ：約17.5×34×27cm
●包装サイズ：395×190×45mm
●包装重量：290g　●入数：30
●材質：（本体）アルミ、ポリプロピレン、（キャップ）ポリ
エチレン、（ワイヤー）PP被膜鉄線、（バネ）鋼
●JANコード：843747

●商品サイズ：約32×34×29cm
●包装サイズ：400×170×65mm
●包装重量：400g　●入数：20
●材質：（本体）アルミ、ポリプロピレン、（キャップ）ポリ
エチレン、（ワイヤー）PP被膜鉄線、（バネ）鋼
●JANコード：843648

●商品サイズ：約39×73.5×35cm
●包装サイズ：450×390×70mm
●包装重量：730g　●入数：10
●材質：（本体）アルミ、ポリプロピレン、（キャップ）ポリ
エチレン、（ワイヤー）PP被膜鉄線、（バネ）鋼
●JANコード：（W）845741、（GY）845796

●商品サイズ：約5.5×3.7×1.2cm
●包装サイズ：160×100×35mm
●包装重量：66g　●入数：20函×8=160
●材質：（本体）ポリプロピレン、（バネ）鋼
●JANコード：843846

●商品サイズ：約35×63×32.5cm
●包装サイズ：385×360×60mm
●包装重量：570g　●入数：10
●材質：（本体）アルミ、ポリプロピレン、（キャップ）ポリ
エチレン、（ワイヤー）PP被膜鉄線、（バネ）鋼
●JANコード：（W）843549、（GY）843594

●商品サイズ：約5.2×1.5cm
●包装サイズ：130×70×40mm
●包装重量：43g　●入数：10P×16=160
●材質：ポリプロピレン
●JANコード：495908
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アルモアＭＴ ピンチ 16個入
84564

アルモアMT ジャンボハンガー 40P 
W:84574 GY:84579

アルモアMT 角ハンガー 32P
W:84534 GY:84539

アルモアＭＴ 角ハンガー 24Ｐ
84544

アルモアＭＴ 角ハンガー 16Ｐ
84554

アルモアスマート ジャンボハンガー40P
G:84723 B:84725

アルモアスマート 角ハンガー32P
G:84713 B:84715

アルモアスマート 角ハンガー24P
G:84703 B:84705

アルモア 吊りひもスペア 40個入
49590

アルモア ピンチ 16個入
84563

アルモア パラソルハンガー 
85243

アルモア スーパージャンボ 50Ｐ
85393

アルモア ジャンボハンガー 40Ｐ
85194

アルモア 角ハンガー 32Ｐ
84533

アルモア 角ハンガー 24Ｐ
84543

アルモア 角ハンガー 16Ｐ
84553

アルモア ミニハンガー 10Ｐ
85214

サビに
だんぜん強い!!

ピンチの吊りひもは
取替えできる形状

高品質の
18-8ステンレス

●商品サイズ：約30×37×25.5cm
●包装サイズ：370×190×50mm
●包装重量：465g　●入数：20
●材質：（本体・吊りヒモ）18-8ステンレス、（ピンチ）ポ
リプロピレン、（バネ）鋼
●JANコード：882029

●商品サイズ：約35×56×29cm
●包装サイズ：350×360×50mm
●包装重量：650g　●入数：10
●材質：（本体・吊りヒモ）18-8ステンレス、（ピンチ）ポ
リプロピレン、（バネ）鋼
●JANコード：882012

●商品サイズ：約35×63×28cm
●包装サイズ：390×360×50mm
●包装重量：725g　●入数：10
●材質：（本体・吊りヒモ）18-8ステンレス、（ピンチ）ポ
リプロピレン、（バネ）鋼
●JANコード：882005

●商品サイズ：約8×3.5×1.5cm
●包装サイズ：150×140×35mm
●包装重量：73g　●入数：10函×16=160
●材質：（ピンチ）ポリプロピレン、（バネ）鋼、（吊りヒ
モ）18-8ステンレス
●JANコード：881909

●商品サイズ：約4×1cm
●包装サイズ：120×62×10mm
●包装重量：28g　●入数：10P×16=160
●材質：18-8ステンレス
●JANコード：495922

●商品サイズ：約35×40×36cm
●包装サイズ：470×350×30mm
●包装重量：930g　●入数：10
●材質：（本体・吊りヒモ・ピンチ）18-8ステンレス
●JANコード：883026

●商品サイズ：約35×67×39cm
●包装サイズ：410×350×50mm
●包装重量：1200g　●入数：10
●材質：（本体・吊りヒモ・ピンチ）18-8ステンレス
●JANコード：883002

●商品サイズ：約3×6.5×1.5cm
●包装サイズ：150×115×35mm
●包装重量：78g　●入数：20函×6=120
●材質：18-8ステンレス
●JANコード：883033
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ステリア 角ハンガー 24Ｐ
88202

ステリア 角ハンガー 32Ｐ
88201

ステリア  角ハンガー 40P
88200

ステリア スペアピンチ 10Ｐ
88190

ステリアプラス 角ハンガー平型 26Ｐ

洗濯ばさみ

32
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88302
ステリアプラス 角ハンガー 32Ｐ
88300

ステリアプラスピンチ ６個入
88303

ステリア ステンレス吊りひも 20個入
49592

サビに強く、
丈夫で長持ち!!

ステンレス製フレーム採用

衣類を

しっかりは
さむ

プラスチッ
ク

ピンチ

洗濯ばさみの取り替えも簡単。
長く使えて経済的。

汚れもサッとふき取れる。
清潔で丈夫な
アルミフレーム

すっきり下折れ式
折りたたんでフック収納
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清潔で丈夫なすっきりアルミフレーム。

アルモア

アルミ素材をぜいたくに使用した、丈夫なランドリーグッズ。

シンプルなスタイル
素材感を生かしたモノトーンで登場。
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