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PRESS  RELEASE 
報道関係者各位 

 安全靴や作業着等を販売する通販サイト、ミドリ安全.com（ http://midori-anzen.com/ ）は、

スマホ手袋「スマートタッチ（smart touch）®」シリーズより、遠赤外線を放射する特殊セラミッ

クを練りこんだ、あったか素材を使用した滑り止め付きスマホ手袋と、シュークリーム糸を利用した

フィット感抜群のスマホ手袋など、3種類の新型手袋を、2013年9月13日（金）より販売いたします。 

 商品ページURL： http://ec.midori-anzen.com/shop/event/event.aspx?event=a131_001 
 

 「スマートタッチ®」は、手袋の生地に電気を通す糸「導電糸」を編み込むことにより、手袋をし

たままスマートフォンや静電容量方式のタッチパネルを操作することができる手袋シリーズです。 
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モコモコしゅ～くり～むでハートもあったか 
フィット感抜群のふわもこ手袋 

5人に1人が遭遇“スマホ落下”予防の滑り止め手袋も同時発売 

2013年新作スマホ手袋 「スマートタッチ®」 から3種登場 

①スマートタッチ® シュークリーム 
【特徴】 

●ふわもこ素材でフィット感抜群 
 柔らかなシュークリーム糸を使用。  

 表面を起毛させることで手触り感抜群！ 

 

●ボーダー柄でお出かけにぴったり 
 落ち着いたベース色にボーダー2色をプラス。 

 秋冬コーディネートを華やかに演出します。 

 

【カラー】 
（左から）レモン×グレー、チョコ×ピンク、ミント×ベージュ、オレンジ×ネイビー 

ふわふわ手触り、フィット感抜群！ 

価格：1,480円（税込） 

メール便送料無料 

 この度、2013年モデルとして新たに３つの新作を発売いたします。各製

品とも共通で、静電容量方式のタッチパネルを手袋をしたまま操作できるよ

う、親指、人差し指、中指の指先に導電糸を採用。寒い冬でも手袋を外さず

にiPhoneやiPad、Android、kindleなどのタッチパネル式端末をストレスな

く操作することができます。 
 
【販売ショップ一覧】 
ミドリ安全.com http://midori-anzen.com/ 
楽天市場 http://www.rakuten.ne.jp/gold/midorianzen/ 
Amazon http://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&me=A37ETWJ1L678G7 
DeNAショッピング http://www.dena-ec.com/user/23824472 
Yahoo!ショッピング http://store.shopping.yahoo.co.jp/midorianzen-com/index.html 

スマートタッチ シュークリーム 
チョコ×ピンク（1,480円） 

ミドリ安全.conでは、スマホ手袋に関するアンケート調査を実施しました。（2013/9/9実施） 

＜結果一部抜粋＞・スマホ手袋の認知率78％ 

 ・滑り止め付きスマホ手袋の利用率40％ 

 ・スマホ手袋の利用者5人に1人がスマホを落とした経験有 

 2013年9月13日 新発売 

※詳しい結果は末尾参考資料をご覧ください 
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【3種の共通特徴】 

１．3本指に特殊機能繊維（導電糸）を採用。手袋をしたままスマホ操作可能。 

   親指・人差し指・中指の指先に導電糸を採用。手袋をしたままスマホを操作できます。 

２．安心の日本製 

   国内工場で厳選した素材を使用。手触りが良くしっかりした縫製です。 

価格：1,580円（税込） 

メール便送料無料 

③スマートタッチ®フェアアイル 
【特徴】 

●滑り止め付き 
  手のひら全体に広がる滑り止めで、 

  スマホやタブレットをしっかりキャッチ。 
 

●遠赤あったか特殊素材使用 
  遠赤外線を放射する特殊セラミックを 

  練り込んだ、保温効果の高い特殊 

  素材を使用。 

  寒い冬の指先もほわっとあったか。 

 

●秋冬のコーデを鮮やかに彩る「フェアアイル柄」 
  一段ごとに異なった模様を編み込んでいく可愛らしい、 

  フェアアイル柄で立体感のあるデザインに仕上げました。 

  秋冬アウターに合わせやすい色柄です。 

 

【カラー】（左から）ホワイト、グレー、ダークブラウン、ローズ 

滑り止め付きでスマホ操作も安心 

②スマートタッチ® ダイヤモンド 
【特徴】 

●滑り止め付き 
  手のひら全体に広がる滑り止めで、 

  スマホやタブレットをしっかりキャッチ。 

 

●遠赤あったか特殊素材使用 
  遠赤外線を放射する特殊セラミックを 

  練り込んだ、保温効果の高い特殊 

  素材を使用。 

  寒い冬の指先もほわっとあったか。 

 

●冬のマストアイテム「ダイヤモンド柄」 
  秋冬アウターに組合せ抜群のダイヤモンド柄 

  単調になりがちな冬のコーディネートにアクセントをプラス。  

 

【カラー】（左から）ネイビー×レッド、グレー×パープル、ブラウン×グリーン、ホワイト×マスタード 

価格：1,580円（税込） 

メール便送料無料 

2/3 



【読者・視聴者からのお問合せ先】 
ミドリ安全.comコールセンター 
URL: http://midori-anzen.com 

TEL: 0120-310-355 

【本プレスリリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先】 

ミドリ安全.com 
古谷（ふるや）、染谷（そめや） 

TEL： 03-5650-3236  FAX：03-5650-3237 
Email： info-ec@midori-grp.com 

＜商品概要＞ 
商品名 スマートタッチ® シュークリーム 
価格 1,480円(税込) メール便送料無料 
色 計4色（レモン×グレー、チョコ×ピンク、ミント×ベージュ、オレンジ×ネイビー） 
素材 指先：メタックスⅡ トライスピンヤーン 1/10（導電糸）1本 
 指・胴元・カフス：シュークリーム 1/10 1本 
 カフス：ゴム糸80番 
材質 アクリル・ナイロン・ポリウレタン 
サイズ フリー 
寸法 全長約21cm（内カフス5cm） 
 http://ec.midori-anzen.com/shop/event/event.aspx?event=a131_003 

  
商品名 スマートタッチ® ダイヤモンド 
価格 1,580円(税込)  メール便送料無料 
色 計4色（ネイビー×レッド、グレー×パープル、ブラウン×グリーン、ホワイト×マスタード） 
素材 指先：メタックス混 1/27（導電糸）5本  
 指・胴元・カフス：ダイナホット® 1/35 5本 
 カフス：ゴム糸80番 
材質 アクリル・ナイロン・ウール 
サイズ フリー 
寸法 全長約26cm（内カフス7cm） 
 http://ec.midori-anzen.com/shop/event/event.aspx?event=a131_004 

  
商品名 スマートタッチ® フェアアイル 
価格 1,580円(税込)  メール便送料無料 
色 計4色（ホワイト、グレー、ダークブラウン、ローズ） 
素材 指先：メタックス混 1/27（導電糸）5本  
 指・胴元・カフス：ダイナホット® 1/35 5本 
 カフス：ゴム糸80番 
材質 アクリル・ナイロン・ウール 
サイズ フリー 
寸法 全長約22cm（内カフス5cm） 
 http://ec.midori-anzen.com/shop/event/event.aspx?event=a131_004 

  
販売 ・通販サイト「ミドリ安全.com」 

  http://ec.midori-anzen.com/shop/event/event.aspx?event=a131_001 

 ・各オフィシャルECモール 
 

*「iPhone」「iPad」は、Apple Inc.の商標もしくは登録商標です。 
*「Kindle」は、Amazon Technologies Inc.の商標もしくは登録商標です。 
*「ダイナホット®」は東レ株式会社の商標もしくは登録商標です。 
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シュークリーム ダイヤモンド フェアアイル 
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＜参考資料＞ 
ミドリ安全.comでは、スマートフォンを利用しているユーザーに対して、 

スマホ手袋に関するアンケート調査を実施いたしました。 

●スマートフォン用手袋を知っていますか。 
  ・知っている 78％ 
  ・知らない 22％ 
 
 
 
 
●スマートフォン用手袋を実際に利用していますか。 
（回答：スマートフォンを知っていると回答した方） 
  ・利用している 13％ 
  ・利用していない 87％ 
 
 
 
 
●スマートフォン用手袋には滑り止めがついていましたか 
（回答：スマートフォン手袋を利用していると回答した方） 
   ・ついていた 40％ 
   ・ついていなかった 60％ 
 
 
 
 
●スマートフォン用手袋をしていてスマートフォンを落としてしまったことがありますか  
（回答：スマートフォン手袋を利用していると回答した方） 
  ・落としてしまったことがある 20％ 
  ・落としてしまったことはないが、落としそうになったことがある 30％ 
  ・落とした経験もなく、落としそうになったこともない 50％ 
 
 
 
 
 

◆有効回答数 スマートフォンを利用している男女100名 
◆調査期間  2013年9月9日～2013年9月10日 
◆調査方法  インターネット調査 
※本調査結果をご利用いただく際は「ミドリ安全.com調べ」と明記ください。 

 今回のアンケート調査の結果、スマートフォン手袋はスマホユーザーの約8割の方に認知されていることが判明い

たしました。一方、スマホ手袋を知っていると回答した方の中で、実際に利用している方は13％に留まりました。  

 スマホ手袋を利用している方の6割が、滑り止めがついていないスマホ手袋を利用していると回答し、さらに30％

の方はスマホ手袋使用中にスマートフォン端末を落としそうになった経験があると回答、5人に1人は実際に落とし

てしまった経験があると回答しました。 

 スマホ手袋は手袋を装着したままでスマートフォンを操作できるという利便性がある一方、手袋の繊維により滑

りやすく、端末を落としやすいという状況も生まれているようです。 

 今年はiPhone5S/iPhone5Cといったスマホ新機種も発売となり、さらに大手通信会社によるiPhoneの取り扱いも

開始され、スマートフォンの普及率も更に高まると思われます。国内では2011年から販売が本格化した「スマホ手

袋」ですが、これからの寒い時期に向けて保温効果やデザインのみならず、端末の落下防止機能も求められる状況

となっています。 

 ミドリ安全.comでは、今後ともスマートフォンユーザーへ向け、保温効果、デザイン、操作性を兼ね備えたスマ

ホ手袋を提供してまいります。 
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