
株式会社　エイワ商事

新・開発　ご提案　商品

毎日の生活に　すこやかなスマイルを

ハンガ－総合専門メ－カ－

EIWA HANGER PRODUCTS



□　企画商品　01　2019 EIWA HANGER PRODUCTS 

生地にやさしいピンチ　2P 　売れ行き抜群に貢献致します。

[  商品コンセプト ]　=　しっかりグリップしてやさしくつまみ　あとつかない 本物ピンチハンガー

セ－ルスポイント1　あとがつかない　ひろく素材に対応する

セ－ルスポイント2　耐荷重性あり　落下しにくい

挟んだあとがつかない

つきにくい

※ クッション部分

発泡ウレタン素材で

生地にやさしくフィットし

挟んだ跡がつなかい

※ 本体パ-

長期使用に耐えられる

壊れない確かなフォルム

※ 指がラクラク入り

バ－やラックに掛けやすく

使い勝手がよく

下かけにも対応する

国 産

安心素材
安定剤最小限

ウレタン仕様

※化学反応に関係なし

※ 長期使用によるそり

曲りがなく安定的に

お使い頂けます。

こんな使い方も

ベルトを通したり

ネクタイも通せる等

の代用ができる

挟む力があり、

しっかりグリップ= 落下しにくい

あらゆる生地素材

に幅広く対応する

<例> コ－デュロイ、レザー

フェイクレザーにも使用可



2　カラー等は貴社店舗展開に準じたカラーに当然させて頂きたく存じます。

3　従来品では貴社でもし採用して頂けた場合に供給性の問題もあり、別開発とさせて頂きたく存じます。

4　また数量等は計画的に生産する関係でよくよくお打合せが必要になって参ります。

さらにひと工夫

弊社　他社販売 同タイプハンガー 既に700万個を販売達成　根強い人気

補足事項

1　カラーはあくまでご参考程度でご覧ください。

現 S社店舗で販売が大好評 

現在進行形の実績＋購入確実度は  

さらに改良 

① 
② 

③ 

① 中央部 指が入るようにしてより使いやすく改良 

② 両サイドル－プ掛け⇢ 抵抗ないように改良 

③ ピンチをよりデザインを丸くしておしゃれに改良 

※ ウレタン付 

あたりがつかない 

衣類の生地にやさしい 

ピンチハンガ-を実現 

   ◇ ウレタン 
車両タイヤメ－カ－ 

ブリヂストン製 

 

グリップ性に優れ 

100円等雑貨だけでなく 

弊社業務用の製造ハンガーに使用。 

年間約4800万個使用しておりますが 

一切問題等の発生がなく支障なしに 

商品をご提供させて頂く事ができます。 

BHT  酸化防止剤等の含有がほぼなく、

移染等の問題が発生致しません。 

ピンチグリップ力は弊社従来品に

同様であり、弊社業務用ハンガー 

に準ずるレベルで御提供します。 



スリムピンチハンガー 2P

□　企画商品　02　2019
EIWA HANGER PRODUCTS 

[  商品コンセプト ]　=　従来にない、スリムでかさ張らず、たくさん掛けられる性能　

弊社独自調査

クローゼット等

平均745mm

ラック クローゼッ

ト

745mm÷17.8=

38～40枚 掛けられる

17.8m/m

衣類の肉厚・重量につよいフォルム

一般のピンチタイプのハンガー

幅が25～30mmm

25～26枚しか掛けられない

使い方によっては

40枚+ α枚
掛けることも可能となり

保管収納に効果

整理上手に使用できます

付帯使用性

スリム収納 使い勝手のいいハンガ―



プラスチック素材

PP の特性

雑貨に使われるプラスチック素材にはPPポリプロピレンが一番多く　この素材は

縮む特性がある為金型や成形製造する際細心の注意を払う必要があります。

収縮率  16~ 22/1000 百分率で　1.6~2.2%縮みます。

弊社では金型設計上で、いわゆるフック等が縮みを発生させないように設定設計

することで未然に縮み防止。　掛けやすいハンガーをご提案致します。

ジョイントタイプは一見便利なようで 

意外とつかわないという意見かある 

その一方て限られたクローゼットの稼働幅で 

かさ張るため収納効率に効果的ではない 

□ 住宅等メ－カ－業者の情報 

建売住宅  購入マンション  

新型アパ－ト クローゼット 

400～450mm仕様 

収納確保に限界あり 

弊社独自調査クローゼット 

平均幅 745mm 

掛けやすくく 

取出しやすい 

掛けにくく 

いらつく 

ジョイントがクローゼット内 

では反って非効果 

すっきりとかさ張らず 

使いやすく収納 

クローゼット平均幅 745mmまたは限定された幅で使用する 

ことも考慮し、スリム幅で整理上手でありながら使いやすさを 

追及したハンガーをご提案させて頂きます。 

限られたクローゼット 

縮んでしまう 

と使いにくい 



サングラスハンガー　2P

□　企画商品　03　2019
EIWA HANGER PRODUCTS 

[  商品コンセプト ]　=　形状記憶　熱　紫外線に強く　衝撃で割れないハンガー

形状を記憶するハンガ－完成

紫外線につよい

形状記憶ハンガー

モニタ－さん、アンケ－ト調査

紫外線に強いと リアルに評価

衝撃につよい

史上未だかってないタイプのハンガー

「 使いやすく強くてかわいい

是非、販売化につなげてほしい 」
補足

品名は旧名称のままでありますが、ご提案商品の特殊素材製のハンガーを示します。



1 以前警察機動隊の盾を受注した際に、この特殊素材を使用して製作=その戸的に指示書から知り

ピストルのたまでも貫通しない強靭性に着目し、弊社ハンガ-のパ－ツにも採用して参りました。

2

3

この特殊素材で提案する理由 警察機動隊の盾　等に使用　=　ピストルの玉をも跳ね返す強靭性等に着目

その他カ－ポ－トル－フ　CMで有名なル－ぺ　歯ブラシ　等に使用

⇢ UVカット 耐熱 衝撃に優れるため,強度が必要されるところに使用される

大変に高価な素材ではあるが、光熱劣化しにくい点はハンガーに転用して製作を手掛けたいと

製作⇢臨状実験　/　工業試験等を重ねて検証して参りました。

弊社ピンチタイプ

のバネに使用(23年間)

紫外線の強い5－8月に　十分な性能を発揮

機動隊 盾に使用 

カ－ポ－トル－フ 

歯ブラシ柄 

話題のル―ペ 

補足 

品名は旧名称のままでありますが、 

ご提案の特殊素材製のハンガーを示します。 

衝撃につよい 

紫外線にまけない 



オ－ルイン　形状記憶ハンガー

□　企画商品　04　2019 EIWA HANGER PRODUCTS 

[  商品コンセプト ]　=　形状記憶　熱　紫外線に強く　衝撃で割れないハンガー

紫外線 熱 太陽光

につよい

形状記憶ハンガー

これ一本で 最大3着まで掛けられる オ－ルインワン ハンガー

パンツ掛けジャケット シャツ掛け

衝撃につよい



1　衝撃につよいこと　＋　2　紫外線に負けない　=  複数衣類を掛けられるだけでなく　作業服などや重量のある衣類まで

幅広く使用できる

業務用ハンガーで、クリ－ニング専用のハンガーとして現在もクリ－ニングプロパ－品であるもともとの使用耐性に加えた

特殊素材の関係で、長期間使用しても変形しない=形状安定させる記憶性ののあるハンガーとして「形状記憶」ハンガーが

誕生いたしました。

このハンガーこの素材で提案する理由 強度がある素材により変形しないことで、スリムながらも3着掛けられる

スリム　場所をとらない使い方が幅広く可能になる

クリ－ニング業界で強度に定評

+
特殊素材の強み

一般の汎用財であるPP(ポリプロピレン)による検証試験における耐熱度

太陽光 

長期間仕様に十分耐えうるハンガー 



防ダニカバー　2枚セット

□　企画商品　05　2019 EIWA HANGER PRODUCTS 

[  商品コンセプト ]　=　収納保管で　ダニ　衣類害虫をシャットアウトする　本物志向

SIZE  

600× 950 m/m

600×1250  m/m

2サイズで収納衣類のレングス

に幅広く対応致します。

ご使用方法は詳細を

QRコ－ド検索

動画でわかりやすく

600×950mm

600×1250mm

いまだかってない収納等保管用カバー
化学薬品フリー で安心してお使い頂くことができます。



　弊社はアパレル産地として全国的に今なおアパレル企業の一番多く集まる岐阜に所在します。

　アパレル向け服衣用のハンガーを製造するだけでなく、左写真の様に衣類用カバ―も手掛けており、

　毎日ハンガー製造出荷販売に必ず付帯してドレスカバーも製造販売して同時に出荷致しております。

　衣類用のカバーは下記の2タイプがもっとも使われますが、いずれも静電気防止するカバ－である必要があります。

　特に高級婦人服・紳士服などは、倉庫長期保管等で埃がつかないようにするためてす。

このカバ－を提案するきっかけ 弊社で製造中の、静電気防止する高級ビニ－ルを転用できないか・という発想

モニタ－さんからの発案
今はクリ－ニングから仕上がってきたら

掛っているビニ－ルを外して保管するように

言われることが普通だから、保管するには

わさわざカバーを掛けなければならない

このカバ－は高級感があり、

静電気が起きない

ならば長期保管にもともと向いているから

商品化したらどうかしら・・・

ダニの研究
ほこり1gあたりにダニが10万匹という　イエダニ、

ヒゼンダニ、ツメダニ、コナダニ、など幾種類もあ

り、事実衣類をビニ－ルカバー等なしに長期保管した

り、不織布のカバ―で保管しても、一定期間後に着用

した際に、かゆみを伴うことがあり、まして通気性の

あるカバーではミクロンの大きさで肉眼で識別しにく

いダニは場合により衣類への付着は避けられません。

埃を寄せない
クリ－ニング仕上がり後の長期保管の際にはダニ

を通さないカバーが適している上に、低価格なビ

ニ－ルの場合は静電気で埃を寄せてしまうために

そうでならない静電気防止できる高級カバ－が向

いています、事実アパレル業界では高級服の場合

に現在でも弊社も製造する静電気防止カバーを使

用しています。

クリ－ニング事情　クリ－ニング市場の競争激化は諸経費高騰の状況下で、ビニ－ルはより薄くより

安価な粗末なビニ－ルカバーへと使用変化を余儀なくされてきています。少なくとも20-30年前は高級クリ

－ニング等ではしっかりとしたビニ－ルを使用していました上、不織布カバー自体も現行のタイプよりかな

り重量のある肉厚なカバーが大多数でした。

ドライクリ－ニングの弱点

ドライクリ－ニングで皮脂や油汚れは落とせ

ますが、汗に含まれるたんぱく質(衣類が黄色

くなる)は落とせません。それにダニや衣類害

虫を寄せ付けてしまう為、ビニ－ルなしで保

管することは適切ではないのです。

衣類害虫　コイガ、ヒメカツオブシムシ　などの衣類の生地の養分や、人の皮脂等を食べに集まって

くるため、遮断する必要もあり、通気性のあるタイプが逆効果になる場合も考えられます。

[理由] 事実カバーに掛けてるクローゼットにも気が付けばこうした衣類害虫がどうしても発生して

しまうのが現実です。

従来のアパレルカバー 

0.020um 20ミクロン 

新開発 0.040um 

                40ミクロン 
として長期保管用として 

しわになりにくく 

長く使えるよう開発。 

ジャケット 

シャツ 

ワンピース 

ドレス 

コ－ト用 

各種 

パンツ 

スカ－ト 

スラックス 

きもの用 

各種 

製袋機 ドレスカバーを製造する機械 弊社 岐阜工場内風景 

これらを 

べ－スに開発 

こうしたことも 

QRコ－ドでわかりやすく 




