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小回りがきくランドリーグッズに新色が登場 「ココソラ」 シリーズ新発売
KOKUBO（小久保工業所 本社:和歌山県海南市 代表:小久保好章）は
小回りがきくランドリーグッズの新シリーズ「ココソラ」を発売します。
薄いミントグリーンとパープルを基調にした色合いで、かわいらしさの
中にも落ち着きがあります。新作の「ココソラ ジャンボキャッチハン
ガー」はジャンボサイズでバスタオルや大きめの服をかけられます。他
にもフード付きの服をきれいに干せる「パーカーハンガー」や横から持
てるピンチなど、かゆいところに手が届くランドリーグッズです。
●新色 「COCOSORA ココソラ」 シリーズ 2018 年 10 月 1 日新発売
既発 「color CRUISE カラークルーズ」 シリーズ 発売中
●発売元：KOKUBO

ジャンボサイズのハンガー

すべてオープン価格（記載は参考価格）

フード付きパーカーをきれいに干す

ココソラ

カラークルーズ

幅 50cm の大型サイズ。バスタオルや大
きな衣類も OK。キャッチ式で外れにくい。
●ジャンボキャッチハンガー
各 税別 195 円 税込 211 円

ココソラ

T シャツの首が伸びないハンガー

物干し竿が落ちないホルダー
物干し竿の竿受け
の両外側にセットす
るだけ。強力バネで
固定し、風などによ
る竿 の移 動・落下
を防ぎます。
●竿ホルダー２個入
税別 195 円
税込 211 円

①ハンガーの下から T シャツを入れ ②折りたたみ部分を広げると ③首を伸ばさず干せます
●ココソラ
折りたたみハンガー
2 本組

カラークルーズ

普通のハンガーと組み合わせて使用。フードを挟んで乾きやすくします。
●パーカーハンガー 各 税別 155 円 税込 167 円

●カラークルーズ
折りたたみハンガー
2 本組

カットソーがズレ落ちないハンガー

◎T シャツの首が伸びない
◎キャッチハンガーで安定
税別 260 円税込 281 円

肩がスライドして伸びるハンガー

カットソーなどの襟ぐりをとめるク
リップ付。これで襟ぐりが広い服
もズレ落ちません。クリップの位
置はスライドして変えられます。
●カットソーキャッチハンガー
税別 150 円 税込 162 円
●カットソープレーンハンガー２本組
税別 180 円 税込 194 円

Ｇパンを立体的に干す

アームが伸びて型崩れ防止
●スライドプレーンハンガー
2 本組
税別 195 円 税込 211 円
●スライドキャッチハンガー
税別 165 円 税込 178 円
●スライドプレーンハンガー5 本組
税別 680 円 税込 734 円（カラークルーズのみ）

トレーナー用のハンガー

竿にピンチをはめて立体的に干
す。●G パンピンチ 2 個入
税別 180 円
税込 194 円

肩ひもがとめられるハンガー
凹み部分に肩ひもや
スカートひもを通してク
リップ部にとめればズレ
落ちない。グリップ部
分はキャッチ式。
●キャッチハンガー2 本組
税別 220 円
税込 238 円

物干しハンガーのストッパー

幅広のアームで立体的に
●トレーナーハンガー
税別 185 円
税込 200 円

ハンガーを固定し偏り防止

●ずれないんです 別 160 円込 173 円

【KOKUBO オンラインショップ】 発売中

http://kokuboshop.com

＞＞ 次ページで 「洗濯ばさみ」 のスゴ技を紹介
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（～続き） 小回りがきくランドリーグッズに新色が登場 「ココソラ」 シリーズ新発売
ミニハンガーの２段使いも

すき間に使える細い角ハンガー

●ミニハンガー
すき間ハンガーの下にミニハンガーを

スリムな形状だからすき間に干せる。

ピンチ 8 個付

小物やちょこっと干しに。

各税別 195 円

●すき間ハンガーピンチ 8 個付

下げて狭い空間も有効活用！

税込 211 円

税別 195 円税込 211 円

ピンチ２個付きで両刀使い

厚物ピンチ＋ひもピンチで隠し干し OK

壁面で使える半円ピンチ

シャワーフックにもかけられる半円型
●ミニ半円パラソルハンガー
ピンチ 8 個付
●ミニパラソルハンガーピンチ 8 個付
各 税別 195 円 税込 211 円
※「カラークルーズ」シリーズのみ

横から持てるピンチ 高い竿もラクに

ひもの先にピンチ

厚物をしっかり

KOKUBO の

２個付き。竿に

固定するピンチ。

のピンチは横

つければ洗濯物

サイドフックに

から持てる

を 2 ケ所とめられ

「ペアピンチひも

親切な作り。

る。タオルなどを

付」をつければ

高い位置の

しっかり固定。

隠し干しも OK。

竿に付けるとき上から背伸

●ペアピンチひも付

●厚物フィットピンチ

びしなくてもラクに挟めます。

5 組入 税別 180 円

2 個入 税別 180 円

●竿キャッチピンチ 8 個入

税込 194 円

税別 180 円税込 194 円

税込 194 円

二股で W キャッチ。ハンガーの固定も

ベランダの手すり用ピンチ

片手でふとんを挟める

手すりでしっかり固定
●ベランダピンチ
2 個入
税別 210 円
税込 227 円

二股洗濯ピンチ。ハンガー押さえも

軽く力を加えるだけで片手で簡単に挟める

●Ｗキャッチピンチ 5 個入

ふとんばさみ。忙しい家事を時短できる。

税別 180 円 税込 194 円

●ふとんばさみ 税別 195 円税込 211 円

【クイズ】 ランドリーピンチ と ランジェリーピンチ の違いは？
●ランドリー

●ランジェリー

ピンチ

ピンチ

20 個入

16 個入

ひもが掛けられるプレーンハンガー

●プレーンハンガー10 本組

●プレーンハンガー3 本組

税別 550 円 税込 594 円

税別 195 円 税込 211 円

発売元：(株)小久保工業所

部分洗いができるブラシ
【答え】ランジェリーピンチ
は先が丸く、繊細な布を
やさしく挟む。接触面は
滑り止めのギザギザなし
でピンチの跡がつかない。

●ランドリーブラシ

税別 180 円込 194 円

税別 190 円税込 205 円

襟袖汚れ
などの部分
洗いに。

ホール付きのハンガー

スリムな普段使いハンガー

ネクタイやベルト掛けに便利なホール付

薄くて場所をとらない。クリップ、フック付き。

●スマートハンガー5 本組

●デイリーハンガー4 本組

税別 200 円 税込 216 円

税別 195 円 税込 211 円

全てオープン価格（記載は参考価格） 【KOKUBO オンラインショップ】 発売中

http://kokuboshop.com
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