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冬の家電部門

( Winter of consumer electronics )

最新 機種 勢揃い

寒い冬を快適に過ごすには、
機能性が高くデザインもかわいいあったか家電が必須アイテム。
みんなの愛用品はこれでした。

おしゃれなハンガーの機能性は？ しみ落としグッズで
どこまで落ちる？ お試し隊が厳しくチェックします。

（ ピンチハンガー ）PINCH HANGER

小物干しに欠かせないピンチハンガー。高機能タイプと、
おしゃれなプラスチック製、
ステンレス製を使い比べ。
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〈アラジン〉の
ブルーフレーム

#002:

ITEMS:

KITCHEN TOOL

愛され続けている
石油ストーブの定番

ヒーター

イギリスで80年あまりの間、形を変えずに愛さ

お試し_ 3

お試し_ 2

お試し_ 1

brand:

イメージクラフト

brand:

フレディレック

brand:

大木製作所

product:

いちどにありがとう32

product:

DRYER with PEGS 32P

product:

ステンレスハンガー M

れ続けている石油ストーブ。
「ブルーフレーム」
という呼び名は、むらなく灯油が気化された時
に出る青い炎のこと。匂いもなく、ア部屋を暖
めてくれる。BF3911オープン価格／千石

CLEANING & STORAGE SUPPLIES

料亭でも使われる
本格派

わあ
すごい
！

ガシャ
ン

end
R e co m m

「上でお湯を沸かしたり、お餅を焼いた
りして、のんびり気分で使っています」(
立石都さん)。

ドキドキ

#003:

LAUNDRY TOOL

〈ブルーノ〉の
カーボンファンヒーター

#001:〈エスケイジャパン〉
の

シンプルなタワー型で
部屋に溶け込む

マイカパネルヒーター

面で暖めるから、
すぐぽかぽか

Winter of consumer electronics

ノスタルジックなデザインと、約10秒で
暖かくなる機能性によい人気に。
「パワ

発熱体をマイカ(雲母)では挟み込むことで、熱効率
がアップ。
「マイカ型のヒーターの中では低価格で、

ーがあるのに、電気代も安めなので、活
躍しています」
（荒木裕子さん）カーボン
ファンヒーター ノスタルストーブL￥
13,500／イデア･インターナショナル

イラスト

ITEMS:

虫眼鏡もってる動物など

1列に並んだ洗濯ばさみに並行した金属バーを握ると、

プラスチック系のピンチハンガーの中でも、スタイリッシュな

4つの洗濯ばさみが一度に開いて、洗濯物が一度に外

のがこちら。
「洗濯ばさみが指にフィットして、力を入れない
でもすっと開くのがいいですね」(中山藍子さん)、
「白1色のも

れる仕組み。「これは楽しい！ 急いで取り込みたい
ときに便利ですね」(星谷菜々さん)

部屋を乾燥させず、快適に暖めてくれます。厳冬期
以 外 は こ れ 1台 で OK」(家 電 お じ さ ん )。SKJ−
FG100 MC オープン価格

加湿器

のって探してもなかなかないので、うれしい」(西山編集長)

小見出し半端丈パンツを
おしゃれの主役に
ボーダーのシャツにネイビー ×シ
ロのベーシックカラーでまとめた
王道マリンスタイル。ボリューム
のあるワンショルダースカートに。
カーディガン¥31,500／ジョンス
メドレー
（リーミルズ エージェンシ
ー）、
シャツ¥23,940／●100

気になる顔まわりを
ポイントで加湿
心地よい低温スチームが約50〜75
㎝の範囲に届いて、顔まわりを集中
保湿。睡眠中ののど、鼻の不快感
を解消する。「これだと結露が気に
ならないので、夫婦で1台ずつ使っ
ています」
（戸井田園子さん）。オ
ープン価格

洗濯部門

大賞

はさみ
やすいで賞

#004:

さりげなく置ける
雑貨のような加湿器

#005:〈プラスマイナスゼロ〉
の

スチーム式加湿器

定番の水滴型がおしゃれ
水滴をイメージしたデザインでおなじみ。アロマディフュー
ザー機能付きで、加湿しながら香りを楽しめる。
「子どもが赤
ちゃんの時に、せき込むことが続いたので、購入。置いている
(良原リエさん)。￥12,000
だけで様になります」

ヴィンテージ風の陶器からスチームが出
るという、今までにない加湿器。熱くな
らない超音波式など子どものいる家庭
にも。
「とにかくおしゃれなうえ、機能
もシンプルでつかいやすいです」(稲森●
●さん)。¥7,900／阪和

片手で洗濯ものをもって、そのまま挟むことも可能。2013年グッドデ
ザイン賞受賞商品。
〔W79×D39〕¥3,790(参考市場価格)

COLUMN

しみとり編

ドイツに実在するコインランドリーから生まれた、洗濯を楽しくするラ
¥3,300／藤栄
ンドリーグッズブランド。〔W70×D36〕

〈Before〉 〈After〉

加湿器 RXシリーズ

東邦の
ウタマロ石けん

用途に合わせた多機能型

塗ってこするだけだから簡単
「赤ちゃんの肌が弱かったので購入。デ
ザインとサイズ感、お手頃な価格で満足
(五十嵐●●さん)
しています」

泥汚れなどに擦り付けて、
洗濯板でこするだけ。あとは洗濯機で一緒に洗います。
「塗りやすいし、軽くこすると目に見えて落ちていきます」(中山あいこさん)

ふだんの洗濯で
は落ちなかった
パーカーの袖口
の汚れ。洗剤な
しでも落ちて、
生地も傷んでい
ません。

シャープの超音波
ウォッシャーUW-A1

回収リサイクル油を原料とし
環境にも配慮。緑色の理由は、
しっかり石けんを塗ってもみ
洗いできるようにするための
目安に。133g¥160

「おやすみ加湿」では、
眠りにつくまでの
「静かさ」と
眠りについてからの
「うるおい」もードで、
就寝中の
加湿を快適に。部屋が寒い時は、70％以上まで
「のど･肌加湿」
加湿し、
暖まったら60％で運転する
など、
機能性が高い。HD -RX516 オープン価格
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アンケートでも多くの人が使用していた、大木製作所のピンチハンガー。
劣化しないところも高評価につながりました。

定番のウタマロ石けんと、
最新のミニ家電の実力をチェック！

#006:〈ダイニチ〉
のハイブリッド

〈オムロン〉のパーソナル
保湿機 HSH - 101

さん)、
「ステンレスピンチって力がいるものが多いけど、
これは楽に開く」(中山あいこさん)

〈オンリリ〉の
陶器アロマ超音波加湿器

〈バルミューダ〉の
レイン

#008:

「チェーンとフックのつなぎの部分も壊れにくいんで
すよ。うちのは、15年くらい使ってます」(良原リエ

· ピンチハンガーアワード各賞発表! ·
素早く
外せるで賞

#007:
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リンネル 暮 ら しの 道 具 大 賞

洗濯道具お試し編

寒い冬もお部屋でぽかぽか過ごせる

毎秒38000回の超音波振動で汚
れを弾き飛ばす。汚れがひどい
時は、液体洗剤を併用してもOK。
オープン価格

なぞるだけだから、力をいれる必要なし
汚れた部分を軽く水に浸して、超音波ウォッシャーの先端をあててゆっくりな
ぞります。
「軽い振動ともに、汚れが浮いてきました。びっくり！」
（星谷さん）
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