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商品および表示について
●価格に消費税は含まれておりません。
●製品、パッケージの仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
●写真の色は印刷のため実際とは異なることがあります。
●apex、干し分け角ハンガー、竿ストッパーは当社の登録商標です。

ダイヤ株式会社 家庭用品カタログ

専用吊下台紙

Daiya Housewares  

吊下台紙のご要望承ります。
ボックスなど販促用部材の企画も
承っております。

再生樹脂使用　5個付き

使いやすさにこだわりました。
グッドデザイン賞を受賞した洗濯ネットシリーズです。

売り場に合わせて選べる2タイプのパッケージ。

ダイヤ AL洗濯ネットシリーズ
充実した洗濯ネットシリーズといえばこれ！！

4種類のメッシュの中から洗濯物に合わせて選ぶことができますつまみやすい引き手

通常タイプ

レギュラーメッシュガードメッシュ クッションメッシュソフトメッシュ

スリムタイプ 横幅約80㎜のスリム型パッケージです。

P2～

P17～ P19～

P11～
洗濯ネット、 etc 角ハンガー、 etc

ベビーカーグッズ 、etcアイロンマット、 etc

あらいぐまラスカルは
ダイヤ株式会社の
洗濯アンバサダーです。



　

ダイヤ AL丸型ガードネット大
ブラウスなら2枚洗えます。

ダイヤ AL丸型ガードネット大 H
ブラウスなら2枚洗えます。

本体価格　550円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：直径約300㎜/質量：約40g
パッケージ　寸法：横約150㎜×縦約260㎜×厚約14㎜/質量：約56g
J　A　N　49-01948-57001（2）
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）・レッド（引き手）    
生 産 国 　ベトナム

本体価格　550円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：直径約300㎜/質量：約40g
パッケージ　寸法：横約80㎜×縦約260㎜×厚約30㎜/質量：約53g
J　A　N　49-01948-57043（2）
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）・レッド（引き手）    
生 産 国 　ベトナム

ダイヤ AL角型ガードネット大
パーカーなら2枚洗えます。

本体価格　500円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約400㎜×縦約500㎜/質量：約54g
パッケージ　寸法：横約150㎜×縦約260㎜×厚約16㎜/質量：約70g
J　A　N　49-01948-57007（4）
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）・レッド（引き手）   
生 産 国 　ベトナム

ダイヤ AL丸型ガードネット大物用
トレーナーなら2枚洗えます。

ダイヤ AL丸型ガードネット大物用 H
トレーナーなら2枚洗えます。

本体価格　680円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：直径約350㎜/質量：約52g
パッケージ　寸法：横約150㎜×縦約260㎜×厚約15㎜/質量：約68g
J　A　N　49-01948-57002（9）
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）・レッド（引き手）   
生 産 国 　ベトナム

本体価格　680円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：直径約350㎜/質量：約52g
パッケージ　寸法：横約80㎜×縦約260㎜×厚約33㎜/質量：約64g
J　A　N　49-01948-57044（9）
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）・レッド（引き手）   
生 産 国 　ベトナム

ダイヤ AL角型ガードネット大物用
タオルなら6枚洗えるたっぷりサイズです。

ダイヤ AL角型ガードネット大 H
パーカーなら2枚洗えます。

ダイヤ AL角型ガードネット大物用 H
タオルなら6枚洗えるたっぷりサイズです。

本体価格　800円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約500㎜×縦約550㎜/質量：約72g
パッケージ　寸法：横約150㎜×縦約260㎜×厚約16㎜/質量：約88g
J　A　N　49-01948-57010（4）
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）・レッド（引き手）   
生 産 国 　ベトナム

本体価格　500円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約400㎜×縦約500㎜/質量：約54g
パッケージ　寸法：横約80㎜×縦約260㎜×厚約30㎜/質量：約63g
J　A　N　49-01948-57045（6）
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）・レッド（引き手）   
生 産 国 　ベトナム

本体価格　800円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約500㎜×縦約550㎜/質量：約72g
パッケージ　寸法：横約80㎜×縦約260㎜×厚約40㎜/質量：約81g
J　A　N　49-01948-57046（3）
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）・レッド（引き手）   
生 産 国 　ベトナム

ダイヤ AL角型洗たくネット大
Tシャツなら3枚洗えます。

ダイヤ AL角型洗たくネット大 H
Tシャツなら3枚洗えます。

本体価格　500円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約400㎜×縦約500㎜/質量：約44g
パッケージ　寸法：横約150㎜×縦約260㎜×厚約23㎜/質量：約60g
J　A　N　49-01948-57005（0）
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）・レッド（引き手）   
生 産 国 　ベトナム

本体価格　500円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約400㎜×縦約500㎜/質量：約44g
パッケージ　寸法：横約80㎜×縦約260㎜×厚約35㎜/質量：約55g
J　A　N　49-01948-57048（7）
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）・レッド（引き手）   
生 産 国 　ベトナム

ダイヤ AL角型洗たくネット大物用
バスタオルなら3枚洗える大型ネットです。

本体価格　900円
入　　数　180入（10×18）
本　　体　寸法：横約600㎜×縦約600㎜/質量：約71g
パッケージ　寸法：横約180㎜×縦約260㎜×厚約23㎜/質量：約90g
J　A　N　49-01948-57006（7）
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）・レッド（引き手）   
生 産 国 　ベトナム

ダイヤ AL角型洗たくネット大物用 H
バスタオルなら3枚洗える大型ネットです。

本体価格　900円
入　　数　180入（10×18）
本　　体　寸法：横約600㎜×縦約600㎜/質量：約71g
パッケージ　寸法：横約80㎜×縦約260㎜×厚約38㎜/質量：約78g
J　A　N　49-01948-57056（2）
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）・レッド（引き手）   
生 産 国 　ベトナム

ダイヤ AL丸型ランジェリーネット大
デリケートな衣類を、優しくきれいに洗います。

ダイヤ AL丸型ランジェリーネット大 H
デリケートな衣類を、優しくきれいに洗います。

本体価格　480円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：直径約240㎜/質量：約23g
パッケージ　寸法：横約150㎜×縦約260㎜×厚約13㎜/質量：約39g
J　A　N　49-01948-57009（8）
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）・レッド（引き手）   
生 産 国 　ベトナム

本体価格　480円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：直径約240㎜/質量：約23g
パッケージ　寸法：横約80㎜×縦約260㎜×厚約25㎜/質量：約38g
J　A　N　49-01948-57047（0）
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）・レッド（引き手）   
生 産 国 　ベトナム

ダイヤ ALドーム型ブラジャーネット
ブラジャーを包み込むように優しく洗います。

本体価格　1,100円
入　　数　120入（10×12）
本　　体　寸法：直径約180㎜×高約120㎜/質量：約58g
パッケージ　寸法：横約200㎜×縦約260㎜×厚約23㎜/質量：約80g
J　A　N　49-01948-57011（1）
素　　材　ポリエステル・ナイロン
     色　    ピンク（ファスナー）・レッド（引き手）   
生 産 国 　中国
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apex 丸型ガードネット・大
ブラウスなら2枚、トレーナーなら1枚洗えます。

本体価格　オープン価格
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：直径約300㎜/質量：約40g
パッケージ　寸法：横約150㎜×縦約260㎜×厚約16㎜/質量：約57g
J　A　N　49-01948-57213（9）
素　　材　ポリエステル
     色　    ブルー（ファスナー）・イエロー（引き手）   
生 産 国 　中国

apex 丸型ガードネット・大物用
セーターなら1枚、スウェットなら1組洗えます。

本体価格　オープン価格
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：直径約350㎜/質量：約52g
パッケージ　寸法：横約150㎜×縦約260㎜×厚約17㎜/質量：約69g
J　A　N　49-01948-57215（3）
素　　材　ポリエステル
     色　    ブルー（ファスナー）・イエロー（引き手）   
生 産 国 　中国

apex 角型ガードネット・大
ポロシャツやブラウスなら3枚洗えます。

本体価格　オープン価格
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約400㎜×縦約500㎜/質量：約54g
パッケージ　寸法：横約150㎜×縦約260㎜×厚約18㎜/質量：約71g
J　A　N　49-01948-57216（0）
素　　材　ポリエステル
     色　    ブルー（ファスナー）・イエロー（引き手）   
生 産 国 　中国

apex 角型ガードネット・大物用
ワイシャツなら4枚、セーターなら2枚洗えます。

本体価格　オープン価格
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約500㎜×縦約550㎜/質量：約72g
パッケージ　寸法：横約150㎜×縦約260㎜×厚約24㎜/質量：約89g
J　A　N　49-01948-57217（7）
素　　材　ポリエステル
     色　    ブルー（ファスナー）・イエロー（引き手）   
生 産 国 　中国

apex 筒型ガードネット・大物用
タオルケットなら2枚、トレーナーなら3枚洗えます。

本体価格　オープン価格
入　　数　120入（10×12）
本　　体　寸法：直径約400㎜×横約500㎜/質量：約107g
パッケージ　寸法：横約180㎜×縦約260㎜×厚約25㎜/質量：約127g
J　A　N　49-01948-57221（4）
素　　材　ポリエステル
     色　    ブルー（ファスナー）・イエロー（引き手）   
生 産 国 　中国

apex 角型洗たくネット・大
Tシャツなら3枚、タオルなら4枚洗えます。

本体価格　オープン価格
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約400㎜×縦約500㎜/質量：約44g
パッケージ　寸法：横約150㎜×縦約260㎜×厚約24㎜/質量：約61g
J　A　N　49-01948-57218（4）
素　　材　ポリエステル
     色　    イエロー（ファスナー）・ピンク（引き手）   
生 産 国 　中国

apex 角型洗たくネット・大物用
バスタオルなら3枚、ワイシャツなら4枚洗えます。

本体価格　オープン価格
入　　数　180入（10×18）
本　　体　寸法：横約600㎜×縦約600㎜/質量：約71g
パッケージ　寸法：横約180㎜×縦約260㎜×厚約22㎜/質量：約91g
J　A　N　49-01948-57219（1）
素　　材　ポリエステル
     色　    イエロー（ファスナー）・ピンク（引き手）   
生 産 国 　中国

apex 丸型ランジェリーネット・大
キャミソールなら4枚、スリップなら2枚洗えます。

本体価格　オープン価格
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：直径約240㎜/質量：約23g
パッケージ　寸法：横約150㎜×縦約260㎜×厚約13㎜/質量：約40g
J　A　N　49-01948-57212（2）
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）・グリーン（引き手）   
生 産 国 　中国

apex ドーム型ブラジャーネット
ブラジャーを包み込むように優しく洗います。

本体価格　オープン価格
入　　数　120入（10×12）
本　　体　寸法：直径約180㎜×高約120㎜/質量：約58g
パッケージ　寸法：横約200㎜×縦約260㎜×厚約23㎜/質量：約81g
J　A　N　49-01948-57223（8）
素　　材　ポリエステル・ナイロン
     色　    ピンク（ファスナー）・グリーン（引き手）   
生 産 国 　中国

ガードメッシュ
細かい網目が糸クズの侵入をおさえて、きれいに洗います。

レギュラーメッシュ apex洗濯ネットシリーズ
からみ・傷みをおさえて、きれいに洗います。

チュールメッシュ
デリケートな衣類を、優しくきれいに洗います。

クッションメッシュ
立体三次元織のメッシュが衝撃をおさえ、優しくきれいに洗います。

●開閉しやすい引き手

機能、使いやすさ、材質にもこだわりました

プレミアムな洗濯ネットシリーズ

引き手には、高耐熱性樹脂を採用
しており、洗濯する物にあわせて
ファスナーとのビビッドな組合せで
3種類に色分けされています。

日本初の洗濯ネット
専用ファスナー※YKKと

共同開発
YKKと
共同開発

※2007年8月時点当社調べ 普段着の洗濯に デリケートな衣類の洗濯にオシャレ着の洗濯に
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サボるん ランジェリーネット
ランジェリーを洗濯機でも上手に洗える。

本体価格　1,100円
入　　数　120入（10×12）
本　　体　寸法：横約270㎜×縦約190㎜×厚約30㎜/質量：約34g
パッケージ　寸法：横約180㎜×縦約260㎜×厚約30㎜/質量：約54g
J　A　N　49-01948-57941(1)
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（本体）・マゼンタ（ファスナー）
生 産 国 　中国

サボるん おしゃれ着ネットボックス
おしゃれ着を洗濯機でも上手に洗える。

サボるん おしゃれ着ネットスクエア
おしゃれ着を洗濯機でも上手に洗える。

本体価格　900円
入　　数　120入（10×12）
本　　体　寸法：横約340㎜×縦約250㎜×厚約15㎜/質量：約48g
パッケージ　寸法：横約160㎜×縦約260㎜×厚約20㎜/質量：約70g
J　A　N　49-01948-57942(8)
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（本体）・マゼンタ（ファスナー）
生 産 国 　中国

本体価格　1,400円
入　　数　60入（10×6）
本　　体　寸法：横約350㎜×縦約200㎜×高約100㎜/質量：約78g
パッケージ　寸法：横約220㎜×縦約260㎜×厚約30㎜/質量：約107g
J　A　N　49-01948-57943(5)
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（本体）・マゼンタ（ファスナー）
生 産 国 　中国

サボるん ブラネットハート 
ブラを洗濯機でも上手に洗える。

本体価格　1,200円
入　　数　120入（10×12）
本　　体　寸法：横約200㎜×縦約200㎜×厚約30㎜/質量：約40g
パッケージ　寸法：横約180㎜×縦約260㎜×厚約30㎜/質量：約62g
J　A　N　49-01948-57940（4）
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（本体）・マゼンタ（ファスナー）
生 産 国 　中国

ガバッと開く洗濯ネット
かさばる衣類の出し入れがしやすい洗濯ネットです。

本体価格　オープン価格
入　　数　180入（10×18）
本　　体　寸法：横約600㎜×縦約600㎜/質量：約69g
パッケージ　寸法：横約180㎜×縦約260㎜×厚約20㎜/質量：約89g
J　A　N　49-01948-57242(9)
素　　材　ポリエステル
     色　    グレー（ファスナー）
生 産 国 　中国

ダイヤ ふくらむ洗濯ネット特大50
毛布などの大物洗いから、小物のまとめ洗いまで。

本体価格　オープン価格
入　　数　120入（10×12）
本　　体　寸法：横約110㎜×縦約600㎜/質量：約68g
パッケージ　寸法：横約170㎜×縦約260㎜×厚約24㎜/質量：約92g
J　A　N　49-01948-57234(4)
素　　材　ポリエステル
     色　    ネイビー（ファスナー・持ち手）
生 産 国 　中国

ダイヤ ふくらむ洗濯ネット特大70
布団などの大物洗いから、小物のまとめ洗いまで。

本体価格　オープン価格
入　　数　80入（10×8）
本　　体　寸法：横約140㎜×縦約800㎜/質量：約122g
パッケージ　寸法：横約180㎜×縦約260㎜×厚約29㎜/質量：約146g
J　A　N　49-01948-57235(1)
素　　材　ポリエステル
     色　    ネイビー（ファスナー・持ち手）
生 産 国 　中国

ファスナーは全開で、最大75㎝まで開くことができます。

ファスナーがガバッと大きく開く

洗濯時の衝撃を吸収する立体メッシュ生地マシュマロメッシュで優しく洗える。

最大内径約70㎝の大物寝具も洗える大容量洗濯ネットです。

洗濯物の容量に合わせてふくらむ洗濯ネット

たたむと
コンパクトサイズに
なります。

レジ袋みたいな洗濯ネット M
レジ袋みたいなカタチの持ち手つき洗濯ネットです。

本体価格　800円
入　　数　120入（10×12）
本　　体　寸法：横約350㎜×縦約350㎜×底マチ約160㎜/質量：約31g
パッケージ　寸法：横約170㎜×縦約260㎜×厚約18㎜/質量：約48g
J　A　N　49-01948-57238(2)
素　　材　ポリエステル
     色　    グレー
生 産 国 　中国

レジ袋みたいな洗濯ネット L
レジ袋みたいなカタチの持ち手つき洗濯ネットです。

本体価格　891円
入　　数　120入（10×12）
本　　体　寸法：横約400㎜×縦約450㎜×底マチ約160㎜/質量：約41g
パッケージ　寸法：横約170㎜×縦約260㎜×厚約18㎜/質量：約57g
J　A　N　49-01948-57239(9)
素　　材　ポリエステル
     色　    グレー
生 産 国 　中国

色々な所に掛けられて、仕分けにも持ち運びにも活躍します。

カタチを変えるとこんなに便利

大きな
引き手

つまみやすい

ハート形のポケットが左右のカップを包み込むから優しく洗える。
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ダイヤ パンツのための洗濯ネット
パンツを手軽におうち洗い。

ダイヤ シャツのための洗濯ネット
お気に入りのシャツを手軽におうち洗い。

本体価格　850円
入　　数　120入（10×12）
本　　体　寸法：横約420㎜×縦約150㎜/質量：約60g
パッケージ　寸法：横約180㎜×縦約260㎜×厚約20㎜/質量：約85g
J　A　N　49-01948-57277(1)
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）   
生 産 国 　ベトナム

本体価格　850円
入　　数　120入（10×12）
本　　体　寸法：横約420㎜×縦約190㎜/質量：約62g
パッケージ　寸法：横約180㎜×縦約260㎜×厚約20㎜/質量：約87g
J　A　N　49-01948-57278(8)
素　　材　ポリエステル
     色　    ブルー（ファスナー）   
生 産 国 　ベトナム

糸クズ取りフィルター　（2P）
スライド式専用交換フィルター。

本体価格　オープン価格
入　　数　300入（10×30）
本　　体　寸法：横約170㎜×縦約160㎜/質量：約4g
パッケージ　寸法：横約120㎜×縦約210㎜×厚約9㎜/質量：約23g
J　A　N　49-01948-57306（8）
素　　材　ポリエステル
     色　    ホワイト  
生 産 国 　ベトナム

ダイヤ バスポンプ専用フィルター　（3P） 
髪の毛や湯あかの侵入をおさえて、気持ち良くお洗濯。

本体価格　オープン価格
入　　数　480入（10×48）
本　　体　寸法：直径約85㎜（3枚組）/質量：約1.4g
パッケージ　寸法：横約100㎜×縦約180㎜×厚約8㎜/質量：約13.5g
J　A　N　49-01948-57305（1）
素　　材　ポリエステル
     色　    ホワイト  
生 産 国 　中国

粉せっけんネット
粉せっけんの溶け残りが衣類に付くのを防ぎます。

ダイヤ えり・そでブラシ
えり・そでの汚れ、シミ等を落としやすくします。

本体価格　600円
入　　数　90入（10×9）
本　　体　寸法：横約139㎜×縦約386㎜×厚約14.5㎜/質量：約46g
パッケージ　寸法：横約160㎜×縦約390㎜×厚約15㎜/質量：約64g
J　A　N　49-01948-57364（8）
素　　材　ポリプロピレン、ポリエステル
     色　    ライトグレー 
生 産 国 　中国

本体価格　550円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約40㎜×縦約235㎜×厚約35㎜/質量：約37g
パッケージ　寸法：横約70㎜×縦約235㎜×厚約35㎜/質量：約43g
J　A　N　49-01948-57428（7）
素　　材　ポリブチレンテレフタレート、ポリプロピレン
     色　    ホワイト   
生 産 国 　日本

本体価格　500円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約133㎜×縦約65㎜×厚約60㎜/質量：約10g
パッケージ　寸法：横約117㎜×縦約210㎜×厚約16㎜/質量：約22g
J　A　N　49-01948-57349（5）
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）  
生 産 国 　中国

ダイヤ 洗濯槽ゴミすくいネット
洗濯槽洗浄時に浮き出るゴミをすくい取る！

全自動立体ネット
全自動洗濯機には全自動専用ネットを。

本体価格　750円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約470㎜×縦約350㎜/質量：約58g
パッケージ　寸法：横約170㎜×縦約260㎜×厚約15㎜/質量：約76g
J　A　N　49-01948-57307（5）
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）
生 産 国 　ベトナム

たっぷり全自動ネット
洗濯物がゆったり入るマチ付き。

本体価格　850円
入　　数　160入（10×16）
本　　体　寸法：横約470㎜×縦約520㎜/質量：約75g
パッケージ　寸法：横約170㎜×縦約260㎜×厚約22㎜/質量：約93g
J　A　N　49-01948-57271（9）
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）
生 産 国 　ベトナム

ダイヤ ドラム式専用ネット
おしゃれ着のたたき洗いも安心です。

本体価格　オープン価格
入　　数　90入（5×18）
本　　体　寸法：横約350㎜×縦約350㎜×厚約200㎜/質量：約85g
パッケージ　寸法：横約220㎜×縦約260㎜×厚約38㎜/質量：約108g
J　A　N　49-01948-57055(5)
素　　材　ポリエステル
     色　    グレー（ファスナー）・ホワイト（引き手）
生 産 国 　中国

本体価格　1,200円
入　　数　80入（10×8）
本　　体　寸法：横約290㎜×縦約120㎜×高約180㎜/質量：約40g
パッケージ　寸法：横約210㎜×縦約260㎜×厚約20㎜/質量：約66g
J　A　N　49-01948-57338(9)
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）   
生 産 国 　中国

ダイヤ ブラネットシェル型
ブラを優しく包む貝（シェル）の形状。

ダイヤ レッグウェアー用洗濯ネット
レギンス、タイツ、ストッキングを優しく洗います。

本体価格　500円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約210㎜×縦約230㎜/質量：約12g
パッケージ　寸法：横約150㎜×縦約210㎜×厚約15㎜/質量：約24g
J　A　N　49-01948-57354(9)
素　　材　ナイロン
     色　    ピンク（ファスナー）   
生 産 国 　日本

本体価格　1,600円
入　　数　100入（5×20）
本　　体　寸法：横約40㎜×縦約660㎜×厚約40㎜/質量：約80g
パッケージ　寸法：横約70㎜×縦約660㎜×厚約40㎜/質量：約90g
J　A　N　49-01948-58051（6）
素　　材　ナイロン、ステンレス鋼、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
     色　    ブラック
生 産 国 　日本

ダイヤ スキマステッキ
洗濯機や冷蔵庫などの下のスキマの奥までしっかり届きます。

ダイヤ 寝具用洗濯ネット
容量8kg以上の全自動洗濯機対応。

本体価格　オープン価格
入　　数　80入（10×8）
本　　体　寸法：直径約450㎜×高約400㎜/質量：約96g
パッケージ　寸法：横約180㎜×縦約260㎜×厚約30㎜/質量：約116g
J　A　N　49-01948-57355(6)
素　　材　ポリエステル
     色　    ブルー（ひも）
生 産 国 　中国

ダイヤ 枕用洗濯ネット 
枕を洗濯機で洗い、ハンガーで干すことができます。

本体価格　オープン価格
入　　数　120入（10×12）
本　　体　寸法：横約700㎜×縦約400㎜/質量：約75g
パッケージ　寸法：横約180㎜×縦約260㎜×厚約24㎜/質量：約98g
J　A　N　49-01948-57346(4)
素　　材　ポリエステル
     色　    ピンク（ファスナー）・レッド（引き手）   
生 産 国 　中国

ダイヤ まとめ洗い洗濯ネット
コインランドリーの大型洗濯機にも最適。

本体価格　オープン価格
入　　数　120入（10×12）
本　　体　寸法：直径約400㎜/質量：約45g
パッケージ　寸法：横約180㎜×縦約260㎜×厚約15㎜/質量：約70g
J　A　N　49-01948-57356 (3)
素　　材　ポリエステル
     色　    ブルー（ファスナー）・イエロー（引き手）
生 産 国 　中国
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レギュラーピンチ：12個
強力ピンチ：8個

本体価格　850円
入　　数　40入（5×8）
本　　体　寸法：横約335㎜×縦約260㎜×高約245㎜/質量：約265g
パッケージ　寸法：横約180㎜×縦約320㎜×厚約60㎜/質量：約300g
J　A　N　49-01948-57544（4）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ライトブルー・ホワイト・ネイビー
生 産 国 　ベトナム

ダイヤ 干し分け角ハンガー20
室内干しに最適でジーンズも干せます。

靴下や下着など、ちょっとした洗濯物からジーンズまで干せます。

コンパクトに干せるから室内干しに最適

角ハンガーのピンチの種類 ：強力ピンチ　　 レギュラーピンチ　　 ソフトピンチ

ダイヤ型くずれしないハンガー　（3P）
シワや変形をおさえながら着ているように乾かす。

本体価格　オープン価格
入　　数　40入（5×8）
本　　体　寸法：横約312㎜×縦約200㎜×厚約43㎜/質量：約64g
パッケージ　寸法：横約312㎜×縦約210㎜×厚約73㎜/質量：約210g
J　A　N　49-01948-57576（5）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ホワイト・ネイビー
生 産 国 　ベトナム

レギュラーピンチ：20個
強力ピンチ：8個
ソフトピンチ：8個

ダイヤ 室内干し角ハンガー36
3種類のフックで干す場所を選びません。

本体価格　オープン価格
入　　数　20入
本　　体　寸法：横約660㎜×縦約363㎜×高約330㎜/質量：約626g
パッケージ　寸法：横約365㎜×縦約355㎜×厚約45㎜/質量：約665g
J　A　N　49-01948-57573（4）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ライトブルー・ホワイト・ネイビー
生 産 国 　ベトナム

3種類のフックで室内やベランダ、高い所でも洗濯物が干せます。

多機能角ハンガー

本体価格　2,400円
入　　数　16入
本　　体　寸法：横約840㎜×縦約362㎜×高約270㎜/質量：約560g
パッケージ　寸法：横約365㎜×縦約445㎜×厚約61㎜/質量：約575g
J　A　N　49-01948-57616（8）
素　　材　ステンレススチール、ポリプロピレン
     色　    ブラック・グレー・ホワイト
生 産 国 　中国

ダイヤ 干し分け角ハンガーfit40-ST BK/GY
タオル、ジーンズ、ランジェリーも干し分けます。

レギュラーピンチ：24個
強力ピンチ：8個
ソフトピンチ：8個

さびにくく強度に優れた、大型でたっぷり干せるステンレスフレーム。

スタイリッシュなモノトーンカラー

スライドショルダーで肩幅に合わせて衣類をきれいに干せます。

肩幅が調節できるので、きれいに干せる

ホシタス ドア用
工具なしで簡単に部屋干しスペースが作れます。

本体価格　1,000円
入　　数　80入（10×8）
本　　体　寸法：横約270㎜×縦約630㎜×厚約36㎜/質量：約129g
パッケージ　寸法：横約185㎜×縦約315㎜×厚約55㎜/質量：約168g
J　A　N　49-01948-57930（5）
素　　材　ポリプロピレン、ステンレススチール、ナイロン
     色　    アイボリー・ブラウン（ベルト）
生 産 国 　ベトナム

ホシタス パイプハンガー用
工具なしで簡単に部屋干しスペースが作れます。

本体価格　700円
入　　数　80入（10×8）
本　　体　寸法：横約262㎜×縦約100㎜×厚約40㎜/質量：約81g
パッケージ　寸法：横約175㎜×縦約315㎜×厚約42㎜/質量：約118g
J　A　N　49-01948-57931（2）
素　　材　ポリプロピレン、ステンレススチール
     色　    ライトグレー
生 産 国 　ベトナム

ホシタス タオルバー用
工具なしで簡単に部屋干しスペースが作れます。

本体価格　700円
入　　数　80入（10×8）
本　　体　寸法：横約256㎜×縦約110㎜×厚約36㎜/質量：約67g
パッケージ　寸法：横約175㎜×縦約315㎜×厚約40㎜/質量：約101g
J　A　N　49-01948-57932（9）
素　　材　ポリプロピレン、ステンレススチール
     色　    ホワイト
生 産 国 　ベトナム

ホシタス かもい・ドア枠用　（2P）
工具なしで簡単に部屋干しスペースが作れます。

本体価格　600円
入　　数　80入（10×8）
本　　体　寸法：横約158㎜×縦約145㎜×厚約36㎜/質量：約20g
パッケージ　寸法：横約205㎜×縦約203㎜×厚約35㎜/質量：約63g
J　A　N　49-01948-57933（6）
素　　材　ステンレススチール、EVA樹脂
     色　    アイボリー
生 産 国 　中国

ドアの上部に引っ掛けるだけで部屋干しスペースが増やせます。

パイプハンガーの支柱にはめるだけで部屋干しスペースが増やせます。
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フィットピンチ　（12P）
つまみやすく力が入りやすいデザインです。

本体価格　250円
入　　数　120入（10×12）
本　　体　寸法：横約36㎜×縦約58㎜×厚約20㎜/質量：約5.2g
パッケージ　寸法：横約117㎜×縦約215㎜×厚約38㎜/質量：約74g
J　A　N　49-01948-57027（2）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ライトブルー
生 産 国 　ベトナム

ひも付きフィットピンチ　（10P）
物干し竿で使いやすいピンチです。

本体価格　250円
入　　数　120入（10×12）
本　　体　寸法：横約36㎜×縦約110㎜×厚約20㎜/質量：約6.5g
パッケージ　寸法：横約140㎜×縦約215㎜×厚約38㎜/質量：約80g
J　A　N　49-01948-57028（9）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ライトブルー・ホワイト
生 産 国 　ベトナム

Vラインフィットピンチ　（10P）
厚物もしっかりはさむ形状です。

本体価格　350円
入　　数　120入（10×12）
本　　体　寸法：横約36㎜×縦約65㎜×厚約26㎜/質量：約6.8g
パッケージ　寸法：横約140㎜×縦約215㎜×厚約38㎜/質量：約78g
J　A　N　49-01948-57029（6）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ライトブルー
生 産 国 　ベトナム

本体価格　250円
入　　数　60入（10×6）
本　　体　寸法：横約53㎜×縦約93㎜×厚約33㎜/質量：約11g
パッケージ　寸法：横約152㎜×縦約215㎜×厚約55㎜/質量：約94g
J　A　N　49-01948-57032（6）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ライトブルー
生 産 国 　ベトナム

ダイヤ Y型フィットピンチ　（6P）
持ちやすく、2つの先端が厚物もしっかりはさむ。

ダイヤ ベランダピンチ　（2P）
毛布やシーツがしっかり干せます。

本体価格　オープン価格
入　　数　120入（10×12）
本　　体　寸法：横約68㎜×縦約158㎜×厚約24㎜/質量：約40g
パッケージ　寸法：横約160㎜×縦約220㎜×厚約25㎜/質量：約98g
J　A　N　49-01948-57404（1）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ブルー
生 産 国 　中国 、 ベトナム

スーパー竿ピンチ　（4P）
ハンガーの移動を防ぎ、厚い洗濯物もはさめます。

本体価格　280円
入　　数　160入（10×16）
本　　体　寸法：横約56㎜×縦約130㎜×厚約24㎜/質量：約21g
パッケージ　寸法：横約100㎜×縦約200㎜×厚約56㎜/質量：約96g
J　A　N　49-01948-57360（0）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ブルー
生 産 国 　日本

本体価格　400円
入　　数　80入（10×8）
本　　体　寸法：横約40㎜×縦約130㎜×厚約45㎜/質量：約25g
パッケージ　寸法：横約130㎜×縦約210㎜×厚約45㎜/質量：約87g
J　A　N　49-01948-57407（2）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ブルー
生 産 国 　ベトナム

ダイヤ スーパー便利ピンチ　（3P）
掛けても、はさんでもハンガーのずれを防ぐ。

ダイヤ ハンガーホルダー
取り付け簡単でハンガーがずれず、シーツも干せます。

本体価格　350円
入　　数　40入（10×4）
本　　体　寸法：横約238㎜×縦約126㎜×厚約54㎜/質量：約85g
パッケージ　寸法：横約132㎜×縦約305㎜×厚約55㎜/質量：約115g
J　A　N　49-01948-57388（4）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ブルー
生 産 国 　ベトナム

ダイヤ 強力ワイドピンチ　（2P）
風に強く、乾きやすいデザイン。

本体価格　オープン価格
入　　数　80入（10×8）
本　　体　寸法：横約119㎜×縦約93㎜×厚約60㎜/質量：約35g
パッケージ　寸法：横約130㎜×縦約213㎜×厚約61㎜/質量：約92g
J　A　N　49-01948-57042（5）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ブルー
生 産 国 　ベトナム

ダイヤ マッチョピンチ　（2P）
厚物もガッチリはさみます。

本体価格　350円
入　　数　60入（5×12）
本　　体　寸法：横約60㎜×縦約135㎜×厚約75㎜/質量：約48g
パッケージ　寸法：横約140㎜×縦約215㎜×厚約76㎜/質量：約118g
J　A　N　49-01948-57406（5）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ブルー
生 産 国 　ベトナム

本体価格　400円
入　　数　80入（10×8）
本　　体　寸法：横約37㎜×縦約112㎜×厚約20㎜/質量：約11.5g
パッケージ　寸法：横約130㎜×縦約200㎜×厚約40㎜/質量：約75g
J　A　N　49-01948-57041（8）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ホワイト
生 産 国 　ベトナム

ダイヤ ちょい足しピンチ　（5P）
角ハンガーにもロープにもバーにも掛けられます。

風によるハンガーのズレを防ぐこともできます。

タオルケットやシーツなどにおすすめ

スライドショルダーで肩幅に合わせて衣類をきれいに干せます。

色々なサイズの衣類が干しやすい

本体価格　オープン価格
入　　数　15入
本　　体　寸法：横約525㎜×縦約410㎜×高約235㎜/質量：約765g
パッケージ　寸法：横約215㎜×縦約495㎜×厚約75㎜/質量：約825g
J　A　N　49-01948-57603（8）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ライトブルー・ホワイト
生 産 国 　ベトナム

ワンタッチハンガー8連 スライド
Tシャツ・Yシャツを8枚干してサッと取り込む。

本体価格　1,500円
入　　数　18入
本　　体　寸法：横約525㎜×縦約415㎜×高約255㎜/質量：約490g
パッケージ　寸法：横約165㎜×縦約500㎜×厚約65㎜/質量：約548g
J　A　N　49-01948-57566（6）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ライトブルー・ホワイト
生 産 国 　ベトナム

ダイヤ ワンタッチハンガー8連
Tシャツ・Yシャツを8枚干してサッと取り込む。

ロック&フリーアーム機構により簡単に干せ、素早く取り込めます。

きれいに干して、サッと取り込める
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本体価格　オープン価格
入　　数　20入（5×4）
本　　体　寸法：直径約690㎜×高約715㎜/質量：約480g
パッケージ　寸法：横約300㎜×縦約290㎜×厚約40㎜/質量：約510g
J　A　N　49-01948-57254（2）
素　　材　ポリエステル、鉄芯
     色　    ブルー（縁取りテープ）   
生 産 国 　中国

折りたたみ いろいろ物干しネット・2段
おそとで平干し、2段でたっぷり干せます。

本体価格　オープン価格
入　　数　40入（5×8）
本　　体　寸法：横約630㎜×縦約660㎜×高約260㎜/質量：約222g
パッケージ　寸法：横約315㎜×縦約280㎜×厚約30㎜/質量：約257g
J　A　N　49-01948-57053(1)
素　　材　ポリエステル、鉄芯
     色　    ブラウン（縁取りテープ）
生 産 国 　中国

ダイヤ お部屋で平干しネット
お部屋のあいてるスペースで平干し。

ニットやおしゃれ着をお部屋のあいているスペースで平干しできます。

型くずれさせずに日陰平干し

上下2段のネットは簡単に分離できて、1段でも使用できます。

ぬいぐるみや枕を天日干し

通気性の良い立体アーチ形状。
使用後は、コンパクトにたためます。

竿ストッパーRD　（2P）
開きやすいデザインで物干し竿のズレをおさえます。

竿ストッパー　（2P）
物干し竿のズレ、落下をおさえます。

本体価格　280円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約75㎜×縦約62㎜×厚約18㎜/質量：約22g
パッケージ　寸法：横約120㎜×縦約215㎜×厚約23㎜/質量：約55g
J　A　N　49-01948-57382（2）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ブルー
生 産 国 　日本

本体価格　オープン価格
入　　数　150入（10×15）
本　　体　寸法：横約70㎜×縦約80㎜×厚約27㎜/質量：約36g
パッケージ　寸法：横約120㎜×縦約230㎜×厚約28㎜/質量：約90g
J　A　N　49-01948-57403（4）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ブルー
生 産 国 　中国 、ベトナム

ダイヤ 竿ストッパーW　（2P）
物干し竿と竿受け、両方を一度に挟める。

本体価格　オープン価格
入　　数　80入（10×8）
本　　体　寸法：横約66㎜×縦約100㎜×厚約43㎜/質量：約57g
パッケージ　寸法：横約100㎜×縦約230㎜×厚約45㎜/質量：約132g
J　A　N　49-01948-57401（0）
素　　材　ポリプロピレン、EVA樹脂
     色　    ブルー
生 産 国 　ベトナム

Wアームで物干し竿の上下左右のズレ・落下を強固に防ぎます。

左右からガッチリ固定

枕も干せる ワイドふとんばさみ　（2P）
ワイドタイプなので厚手の布団もしっかりはさめます。

本体価格　900円
入　　数　40入（5×8）
本　　体　寸法：横約160㎜×縦約265㎜×厚約30㎜/質量：約150g
パッケージ　寸法：横約165㎜×縦約305㎜×厚約67㎜/質量：約325g
J　A　N　49-01948-57030（2）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ホワイト
生 産 国 　ベトナム

ダイヤ ジーンズハンガー DX
ジーンズがスピーディーに形よく乾きます。

本体価格　オープン価格
入　　数　80入（10×8）
本　　体　寸法：横約206㎜×縦約150㎜×高約220㎜/質量：約58g
パッケージ　寸法：横約130㎜×縦約265㎜×厚約34㎜/質量：約90g
J　A　N　49-01948-57035（7）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ライトブルー・ホワイト
生 産 国 　ベトナム

本体価格　600円
入　　数　80入（10×8）
本　　体　寸法：横約220㎜×縦約281㎜×厚約30㎜/質量：約103g
パッケージ　寸法：横約220㎜×縦約281㎜×厚約30㎜/質量：約118g
J　A　N　49-01948-57570（3）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ブルー
生 産 国 　ベトナム

ダイヤ 長靴ハンガー
長靴の内側も外側も速く乾きます。

シューズハンガー　（2P）
スニーカーが、1足ごと簡単に干せます。

本体価格　330円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約100㎜×縦約208㎜×厚約10㎜/質量：約30g
パッケージ　寸法：横約135㎜×縦約220㎜×厚約23㎜/質量：約74g
J　A　N　49-01948-60361（1）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ブルー
生 産 国 　日本

ハンガーフック　（6P）
風によるハンガーの移動を防ぎます。

本体価格　220円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約45㎜×縦約78㎜×高約17㎜/質量：約4.5g
パッケージ　寸法：横約130㎜×縦約200㎜×厚約30㎜/質量：約43g
J　A　N　49-01948-57386（0）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ブルー
生 産 国 　日本

洗濯ロープ　（約5m）
ハンガーがお好みの位置で止まります。

本体価格　220円
入　　数　180入（10×18）
本　　体　寸法：長さ約5ｍ/質量：約57g
パッケージ　寸法：横約130㎜×縦約205㎜×厚約20㎜/質量：約70g
J　A　N　49-01948-57370（9）
素　　材　ポリエチレン、ポリプロピレン
     色　    ブルー・ホワイト
生 産 国 　日本

Ｓ型フック・ミニ　（3P）
アイデア次第で使い方はいろいろ。

Ｓ型フック・Ｍ　（2P）
キッチン、リビングでも使えます。

本体価格　330円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約53㎜×縦約110㎜×厚約4㎜/質量：約22g
パッケージ　寸法：横約75㎜×縦約160㎜×厚約12㎜/質量：約50g
J　A　N　49-01948-57373（0）
素　　材　ステンレススチール
     色　    ブルー（キャップ）
生 産 国 　日本

本体価格　300円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約33㎜×縦約74㎜×厚約3㎜/質量：約8g
パッケージ　寸法：横約65㎜×縦約135㎜×厚約10㎜/質量：約30g
J　A　N　49-01948-57381（5）
素　　材　ステンレススチール
     色　    ブルー（キャップ）
生 産 国 　日本
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ダイヤ アイロンマット ハイグレード 
取り外し可能なあて布付き。

本体価格　オープン価格
入　　数　30入（5×6）
本　　体　寸法：横約720㎜×縦約480㎜×厚約7㎜/質量：約180g
パッケージ　寸法：横約180㎜×縦約280㎜×厚約57㎜/質量：約210g
J　A　N　49-01948-57445（4）
素　　材　レーヨン（セラミックス、アルミ、シリコンコーティング）、アルミ蒸着PET、ウレタン
     色　    メタリックグレー（表面）、ブラック（テープ）
生 産 国 　中国

衣類スチーマー用ミトン 
スチーマーでのシワのばしに最適。

本体価格　オープン価格
入　　数　120入（10×12）
本　　体　寸法：横約180㎜×縦約300㎜×厚約10㎜/質量：約30g
パッケージ　寸法：横約215㎜×縦約345㎜×厚約10㎜/質量：約70g
J　A　N　49-01948-57447（8）
素　　材　ポリエステル（アルミコーティング）、綿、レーヨン、ナイロン
     色　    シルバー、ブラウン（テープ）
生 産 国 　中国

セラミックスアイロンマット スタンダード 
早く、簡単に、美しく仕上がります。

本体価格　オープン価格
入　　数　90入（10×9）
本　　体　寸法：横約720㎜×縦約480㎜/質量：約80g
パッケージ　寸法：横約200㎜×縦約280㎜×厚約24㎜/質量：約105g
J　A　N　49-01948-57435（5）
素　　材　アルミセラミックスコーティング
     色　    メタリックグリーン（表面）、ネイビー（テープ）
生 産 国 　中国

セラミックスアイロンミトン スタンダード
細かい部分のシワも取れます。

本体価格　1,000円
入　　数　80入（10×8）
本　　体　寸法：横約140㎜×縦約230㎜×厚約35㎜/質量：約35g
パッケージ　寸法：横約180㎜×縦約270㎜×厚約35㎜/質量：約52g
J　A　N　49-01948-57429（4）
素　　材　アルミセラミックスコーティング
     色　    メタリックグリーン（表面）、ネイビー（裏面）
生 産 国 　中国

アイロンにつけるあて布
アイロンに装着するタイプのあて布です。

本体価格　オープン価格
入　　数　400入（10×40）
本　　体　寸法：横約150㎜×縦約220㎜/質量：約10g
パッケージ　寸法：横約140㎜×縦約266㎜×厚約9㎜/質量：約28g
J　A　N　49-01948-57446（1）
素　　材　PTFE繊維、ポリエステル、綿
     色　    ホワイト
生 産 国 　日本

ダイヤ なめらかアイロンあて布
アイロンを掛けやすくして、生地のてかりをおさえます。

本体価格　600円
入　　数　300入（10×30）
本　　体　寸法：横約560㎜×縦約360㎜/質量：約21g
パッケージ　寸法：横約140㎜×縦約265㎜×厚約6㎜/質量：約37g
J　A　N　49-01948-57437（9）
素　　材　ポリエステル
     色　    ホワイト、ネイビー（テープ）
生 産 国 　中国

指先になじむ形状で、襟や裾などの細かいところもしっかりつまめます。

スチーマーに最適

手首の上までしっかりガードして、スチームの熱から手を守ります。

色々な衣類をつまみやすい

アイロン台ではかけにくい、肩やそで口など細かい部分に最適です。

細かい部分のシワ取りもらくらく

熱効率の良いセラミックス加工の生地を使用しています。

テーブルの上で簡単に、アイロンがけ

スチームの熱や蒸気からテーブルを守る四層構造を採用しました。

多層構造の機能的なアイロンマット

アルミコート生地よりも約1.5倍熱伝導率が高い生地を使用しています。

セラミックスコート生地でアイロン効果アップ
耐熱性と滑りの良さを備えたPTFE生地を採用しています。

あて布を装着して、てかりを防ぐアイロンに

滑りやすく摩擦の少ない生地を使用しています。

なめらかにアイロンをかけられる

熱伝導率の高い
セラミックスコート生地

適度な厚みと
クッション性のあるスポンジ

熱や蒸気からテーブルを守る
非透過性シート

滑り止め効果のあるウレタン
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ダイヤ サッとおでかけレインカバー
取り付け、取り外しが簡単にできるサッとシリーズ。

本体価格　1,500円
入　　数　60入（5×12）
本　　体　寸法：横約800㎜×縦約1300㎜/質量：約146g
パッケージ　寸法：横約225㎜×縦約280㎜×厚約40㎜/質量：約175g
J　A　N　49-01948-30471（6）
素　　材　ポリエチレン
     色　    クリア
生 産 国 　中国

ダイヤ サッと日よけ虫よけカバー
取り付け、取り外しが簡単にできるサッとシリーズ。

本体価格　1,350円
入　　数　80入（5×16）
本　　体　寸法：約φ860㎜/質量：約138g
パッケージ　寸法：横約210㎜×縦約290㎜×厚約35㎜/質量：約166g
J　A　N　49-01948-30198（2）
素　　材　ポリエステル
     色　    ブラック
生 産 国 　中国

ベビーカー用ダブルフック BK　（2P）
赤ちゃんの荷物が増えても安心。

本体価格　700円
入　　数　90入（10×9）
本　　体　寸法：横約47㎜×縦約106㎜×厚約34㎜/質量：約30g
パッケージ　寸法：横約145㎜×縦約210㎜×厚約40㎜/質量：約80g
J　A　N　49-01948-30504（1）
素　　材　ABS樹脂、エラストマー樹脂
     色　    ブラック・グレー  
生 産 国 　中国

ベビーカー用ダブルフック BK/RD　（2P）
赤ちゃんの荷物が増えても安心。

本体価格　700円
入　　数　90入（10×9）
本　　体　寸法：横約47㎜×縦約106㎜×厚約34㎜/質量：約30g
パッケージ　寸法：横約145㎜×縦約210㎜×厚約40㎜/質量：約80g
J　A　N　49-01948-30037（4）
素　　材　ABS樹脂、エラストマー樹脂
     色　    ブラック・レッド 
生 産 国 　中国

素材は雨を通さず空気を通す、特殊シートを採用しています。

突然の雨でも、サッと取り付けられる

本体価格　700円
入　　数　90入（10×9）
本　　体　寸法：横約47㎜×縦約106㎜×厚約34㎜/質量：約30g
パッケージ　寸法：横約145㎜×縦約210㎜×厚約40㎜/質量：約80g
J　A　N　49-01948-30089（3）
素　　材　ABS樹脂、エラストマー樹脂
     色　   ブラック・ブルー
生 産 国 　中国

ベビーカー用ダブルフック BK/BL　（2P）
赤ちゃんの荷物が増えても安心。

特殊シート拡大画像

ダイヤ おもちゃストラップドット&スターBK/NV　（2P）
大切なおもちゃをなくしません。

本体価格　450円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約300㎜×縦約18㎜×厚約7㎜/質量：約6g
パッケージ　寸法：横約120㎜×縦約225㎜×厚約10㎜/質量：約25g
J　A　N　49-01948-30179（1）
素　　材　ポリエステル
     色　    ブラック/ネイビー
生 産 国 　中国

ダイヤ おもちゃストラップドット&スターRD/BK　（2P）
大切なおもちゃをなくしません。

本体価格　450円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約300㎜×縦約18㎜×厚約7㎜/質量：約6g
パッケージ　寸法：横約120㎜×縦約225㎜×厚約10㎜/質量：約25g
J　A　N　49-01948-30180（7）
素　　材　ポリエステル
     色　    レッド/ブラック
生 産 国 　中国

ベビーカー用おもちゃストラップ　（2P）
大切なおもちゃをなくしません。

本体価格　350円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約300㎜×縦約20㎜×厚約8㎜/質量：約5g
パッケージ　寸法：横約120㎜×縦約225㎜×厚約10㎜/質量：約20g
J　A　N　49-01948-30405（1）
素　　材　ポリエステル
     色　    ブラック
生 産 国 　中国

ダイヤ ベビーミラーパンダ
赤ちゃんの顔が見えるからいつでも安心です。

本体価格　1,200円
入　　数　48入（4×12）
本　　体　寸法：横約130㎜×縦約130㎜×厚約60㎜/質量：約90g
パッケージ　寸法：横約160㎜×縦約240㎜×厚約65㎜/質量：約140g
J　A　N　49-01948-30406（8）
素　　材　ABS樹脂、アクリル樹脂、ナイロン
     色　    ホワイト
生 産 国 　中国

日差しや虫から、赤ちゃんを守ります。

突然の雨でも、サッと取り付けられる取り付け簡単、サッとかぶせるだけ

車内ルーフ部のグリップやベビーカーのフロントガードで使用できます。

車の中で、ベビーカーで

荷物は2個使用で耐荷重3㎏まで掛けられます。

丈夫でしっかり掛けられる
ベビーカーやベビーチェアとおもちゃをつなぐストラップです。

おもちゃを落としても大丈夫
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ダイヤ ベビーベッドかや
虫やエアコンの冷風から、赤ちゃんを守ります。

本体価格　3,300円
入　　数　30入（2×15）
本　　体　寸法：横約1300㎜×縦約1200㎜×厚約770㎜/質量：約385g
パッケージ　寸法：横約200㎜×縦約330㎜×厚約75㎜/質量：約500g
J　A　N　49-01948-30064（0）
素　　材　ポリエステル
     色　    ホワイト
生 産 国 　中国

3ポケットバッグ
ベビーカー&カーシート対応。

本体価格　1,200円
入　　数　60入（5×12）
本　　体　寸法：横約350㎜×縦約450㎜×厚約20㎜/質量：約75g
パッケージ　寸法：横約180㎜×縦約265㎜×厚約15㎜/質量：約95g
J　A　N　49-01948-30349（8）
素　　材　ポリエステル
     色　    ブラック
生 産 国 　中国

ベビーチェアクッション
2つのクッションで高さが3段階に調節できます。

本体価格　2,100円
入　　数　20入（5×4）
本　　体　寸法：横約300㎜×縦約250㎜×厚約20・40㎜/質量：約190g
パッケージ　寸法：横約375㎜×縦約380㎜×厚約70㎜/質量：約230g
J　A　N　49-01948-30333（7）
素　　材　綿、ポリウレタン
     色　    ベージュ ドット
生 産 国 　中国

ダイヤ おでかけクリップドット&スターBK/NV　（2P）
ブランケットや小物をとめるのに最適。

本体価格　850円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約300㎜×縦約30㎜×厚約10㎜/質量：約13g
パッケージ　寸法：横約120㎜×縦約225㎜×厚約10㎜/質量：約40g
J　A　N　49-01948-30182（1）
素　　材　ポリエステル、ポリアセタール
     色　    ブラック/ネイビー
生 産 国 　中国

ダイヤ おもちゃが洗える収納ネット
お風呂のおもちゃの収納に最適です。

本体価格　600円
入　　数　200入（5×40）
本　　体　寸法：横約400㎜×縦約400㎜/質量：約20g
パッケージ　寸法：横約200㎜×縦約245㎜×厚約25㎜/質量：約55g
J　A　N　49-01948-30063（3）
素　　材　ポリエステル、塩化ビニル樹脂
     色　    ホワイト
生 産 国 　中国

ダイヤ おでかけクリップドット&スターRD/BK　（2P）
ブランケットや小物をとめるのに最適。

本体価格　850円
入　　数　200入（10×20）
本　　体　寸法：横約300㎜×縦約30㎜×厚約10㎜/質量：約13g
パッケージ　寸法：横約120㎜×縦約225㎜×厚約10㎜/質量：約40g
J　A　N　49-01948-30194（4）
素　　材　ポリエステル、ポリアセタール
     色　    レッド/ブラック
生 産 国 　中国

ダイヤ ベビー&キッズシューズハンガー　（3P）
靴を物干し竿で干すことができます。

本体価格　450円
入　　数　100入（5×20）
本　　体　寸法：横約110㎜×縦約210㎜×厚約10㎜/質量：約30g
パッケージ　寸法：横約110㎜×縦約210㎜×厚約30㎜/質量：約95g
J　A　N　49-01948-30040（4）
素　　材　ポリプロピレン
     色　    ブルー/イエロー/ピンク
生 産 国 　日本

ダイヤ ベビーベッドかやミニ
虫やエアコンの冷風から、赤ちゃんを守ります。

本体価格　2,800円
入　　数　40入（2×20）
本　　体　寸法：横約1000㎜×縦約1200㎜×厚約700㎜/質量：約305g
パッケージ　寸法：横約180㎜×縦約270㎜×厚約70㎜/質量：約345g
J　A　N　49-01948-30108（1）
素　　材　ポリエステル
     色　    ホワイト
生 産 国 　中国

ダイヤ 選び取りカード
満1歳の誕生日を祝う記念行事を楽しく演出します。

本体価格　600円
入　　数　400入（5×80）
本　　体　寸法：横約89㎜×縦約127㎜×厚約0.5㎜/質量：約5g
パッケージ　寸法：横約100㎜×縦約165㎜×厚約5㎜/質量：約39g
J　A　N　49-01948-30470（9）
素　　材　紙、ポリプロピレン
     色　    フルカラー
生 産 国 　日本

いやな臭い消臭シート
貼るだけでトリプル消臭効果。

本体価格　オープン価格
入　　数　1000入（100×10）
本　　体　寸法：横約93㎜×縦約93㎜×厚約3㎜/質量：約4.6g
パッケージ　寸法：横約130㎜×縦約180㎜×厚約3㎜/質量：約7.3g
J　A　N　49-01948-59991（4）
素　　材　アクリレ－ト系繊維・活性炭素繊維
     色　    ベージュ   
生 産 国 　日本 

両端ともクリップなので色々なとめ方で使用できます。

両端ともクリップだから便利

左右に大きく開くので、取り付けたままで赤ちゃんの世話ができます。

中央部で左右に大きく開くファスナー


