
　抗菌・消臭ハンガー　澄　取扱説明書

　東京ハンガー株式会社　

抗菌 ・ 消臭ハンガー 「澄」 をお買い上げいただき、 ありがとうございます。 「澄」
は大切な洋服を最高のコンディションに保ち、 アイロンの手間も省ける本格プロ仕
様のハンガーです。 計算されつくしたフォルムに、 プラスチックには困難とされて
きたウレタンの滑り止め加工、 抗菌 ・ 消臭加工を施した、 洋服を最適な形で保
管するだけでなく、 リフレッシュもさせてしまう画期的なハンガーです。

●抗菌消臭加工
本体プラスチックに抗菌 ・ 消臭剤を吹きつける塗装加工を施しました。 この加工
により、 部屋干しの生乾き臭、 着る度に洗えないスーツや革ジャン等の汗の臭い
「掛けておくと臭いがなくなる」 という画期的な対策に使用できます。

■各部の名称

本製品の各部の名称は以下の通りです。

ノーマルタイプ
フック

どこでもハンガータイプ
フック

スラックスバー
スラックスバー
クリップ

フック

 

「どこでもハンガー」タイプ
フック使用例

● 2種類のフック
「どこでもハンガー」 タイプとノーマルタイプの２種類のフックをご用意しました。
「どこでもハンガー」 タイプのフックは分厚い椅子の背もたれや鴨居等、通常のフッ
クではかけづらい場所にもかけられる新しい形状の便利なフックです。

●スラックスバーの使い方
本製品はスラックスバーにも滑らない加工を施しました。 スラックスやスカートを掛
けるだけで落ちず、 バーを挟む場合、 ハンガー輸送にも充分耐えられます。。
スラックスバーには滑り止めの特殊ウレタンも付いています。 これにより、 ネクタイ
やスカーフなどを挟んで保管することもできます。

バーのクリップが
上下に動いて挟む

バーに掛けるだけで
スラックスも滑らない

クリップを開いた時

 

ウレタン加工で
挟んだネクタイも滑らない

クリップを閉じた時



■使用方法

本製品は家庭内等の衣料品の保管に使用します。

●サイズの選び方
洋服のサイズと男性用 ・ 女性用のタイプのあったハンガーをお使いください。
タイプ ・ サイズのあったハンガーは肩のラインも綺麗に保ちます。

良好 肩が落ちて変形
肩より外にハンガー
が突き出て変形

●ハンガーサイズ一覧
本製品のサイズ ・ タイプは以下の通りです。

商品コード 対象 横幅 肩厚

Sumi-880M 紳士 M / 婦人 L 415mm 65mm

Sumi-880L 紳士 L / 婦人 LL 435mm 65mm

Sumi-T2 紳士 S / 婦人 M / 婦人 L 405mm 45mm

横幅は、 男性 M ～ L サイズ、 女性 M ～ L サイズに対応する 3 サイズをご用意
しました。
肩の厚みは、 フォルム重視の 60mm ～ 65mm、 収納効率を考えた 45mm の 2 系
統をご用意しました。
ご自身の肩幅とお好みでご選択ください。
サイズ選びで迷った場合は、 ご自身のお洋服の肩幅を計測していただくことが一
番確実です。 計測していただいた肩幅と同じ～小さめ (-20mm) の横幅表示のハ
ンガーをお選び頂くことをお勧めします。



●抗菌消臭加工
本体プラスティックに抗菌 ・ 消臭加工を施しました。 これにより、 部屋干しの生
乾き臭、 着る度に洗えないスーツの汗の臭い対策などにも使用できます。
消臭効果は 2 時間で 95% 以上の効果が実証されました。 ( 公的機関による実験
証明あり。 ボーケン品質評価機構 )
対応している臭いは以下の通りです。

試験成分 主な臭気 試験成分 主な臭気

アンモニア 汗臭 ・加齢臭 ・排泄臭

タバコ臭 ・生ゴミ臭

酢酸 汗 臭 ・ 加 齢 臭 

タバコ臭 ・生ゴミ臭

硫化水素 排 泄 臭 ・ タ バ コ 臭 

生ゴミ臭 ・腐敗臭

メチルメルカプタン 排泄臭 ・ 腐敗臭 

生ゴミ臭

ビリジン タバコ臭 アセトアルデヒド タバコ臭

イソ吉草酸 汗臭 ・加齢臭 ・体臭 ホルムアルデヒド タバコ臭

※東亞合成株式会社調べ 
※消臭効果は開封後約 2 年間継続します。

●抗菌評価
抗抗菌評価でも、” JIS Z2801 抗菌加工製品 - 抗菌性試験方法 ・ 抗菌効果” の
抗菌効果の基準である抗菌活性値 2.0 以上に適合する結果 (5.8) が出ています。
対応している菌は以下の通りです。
・ 大腸菌 (E.coli) 黄色　／　ブドウ球菌 (S.aureus)
※抗菌効果は開封後約 5 年間継続します。

■抗菌・消臭衣類カバー（オプション）

本製品のオプションとして、抗菌・消臭シートを入れた衣類カバーを用意しました。
このカバーをハンガーと併用すると、 より抗菌 ・ 消臭効果が持続します。
また、 折り畳んでテーラーバックとしてもお使い頂けます。

シート 対応する臭い

白 タバコ臭

青
汗臭さ食品臭さ等 

タバコ臭以外



⚠注意・お手入れについて

⚠本製品を濡れたまま放置すると、 カビやサビ等の原因となります。
水に濡れたままにせず、 汚れた場合は乾いた布で拭き取ってください。

⚠滑り止め ・ 抗菌加工の効果は開封後 2 年間持つと計算されています。
⚠抗菌加工の効果は開封後 5 年間持つと計算されています。
⚠滑り止め ・ 抗菌消臭加工の効果を最大限とするため、 洋服に直に当る表面に塗

装しています。 固いもので擦ったり削ったりすると効果がなくなります。 ⚠本製品
は衣料品を掛ける以外の用途目的では使用しないでください。

⚠本製品は室内専用です。 屋外での使用はできません。 直射日光や雨風にさらさ
れる環境に長時間おきますと、 変形変色劣化が早まりますのでご注意ください。

⚠本製品は、 SDS に対応した部材を使用していますが、 使用を終了して廃棄する
際は、 自治体の基準に従って行ってください。

■仕様

本製品の仕様は以下の通りです。

品名 抗菌・消臭ハンガー　澄

商品コード Sumi-880M , Sumi-880L , Sumi-T2

素材 PP/ 表面抗菌・消臭ウレタン加工

カラー ブラック (マット )

重量 200g

※サイズと商品コードについては、 「ハンガーサイズ一覧」 をご参照ください。

品名 抗菌・消臭カバー (オプション )

商品コード

素材 EVA + 不織布ポケット x 4　抗菌消臭シート入り

カラー ブラック

サイズ 600mmX1000mm

■お問い合わせ先

お問い合わせ等で御連絡いただく場合は、 以下にお願いいたします。

社名 東京ハンガー株式会社

住所 〒 131-0043　東京都墨田区立花 5-14-12

電話 03-3619-5678

営業時間 月～金曜 (祝祭日を除く )　9：0012：00　13：00-18：00

メール info@tokyo-hanger.com

Web http://www.tokyo-hanger.com

御連絡いただく場合は、 以下の内容を御連絡ください。
品名 ・ 品番
御購入年月日
状況 ( できるだけ具体的に )


