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KINSEISEISHI and Synthetic Air-laid(ECO-PAL)

1: Pioneer of synthetic air-laid products, aiming at creating new values.
2: ECO-PAL: "Ecological Products of Air-Laid" technology
3: Special features of ECO-PAL technology
　* 100% Synthetic
　* Weight range: 8 gsm - 1000 gsm
　* Multi-layers with "Density Gradient"
　* Can form composites with film, paper and other non-wovens
　* Powder mix: citric acid, sodium bicarbonate, activated carbon, etc.
　* Technology has less burden on the environment
　* Neither chemical binders nor water are used during production

4: Proposed applications of ECO-PAL
　* Aerodynamic air filter (joint development with Ambic)　
　 　For automobiles, buildings, etc.
　 　With/without static electricity charge

　* Wiping substrates for various purposes
　　 Coarse denier and fine denier layers
　　 Composites with other substrates
　　 Excellent for removing, grabbing and scrubbing
　
　* Freshness-maintaining substrates
 　　Food processing factories, behind-the-scenes of fast-food restaurants, etc.

　* Antibacterial substrates (Brand name "PURE", joint development with "Chuuoukagakusyouji")
 　　Uses ingredients approved for food safety

　* Top- and distribution-layer composites, including an absorbent core for diaper and feminine hygiene
　
　* All kinds of tea and coffee filters
　 　Composites with other substrates, including spunbond
　　 Multi-layers with density gradient shows excellent balance between "infusion and sift"

　* Filter substrates made of 100% PET and PP

　* Sound absorption
 　　High loft and porosity in substrate shows high-quality absorption

　* Excellent printability thanks to smooth surface

　* SAF (Super Absorbent Fiber, TEIJIN Bell-Oasis R )
 　　Absorbent cores, meat pads and humidity control pads, etc.

　* Ecopal technology uses agricultural and food wastes as raw materials
　　  e.g. Tea-leaves, coffee beans and orange peel

An Dust Hold Condition of“Aerodynamic air filter” (joint
development with Ambic)
エアロダイナミックフィルター（アンビックと共同開発）
のダスト捕集状態
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KINSEI SEISHI Co., Ltd

President ：Yasuji Yasumitu
Products ：Air-Laid/Thermal-bond/Spunlace/Chemical-bond/Wet-laid/Compound Method(Flash/

   Burst/Split/Others)/Others
P　　R ： Pioneer of NON-WOVEN, especially Synthetic Air-Laid.
Address ： 63 Iguchi-cho Kochi-city Kochi pref.JAPAN
TEL ：81-822-8105
FAX ：81-822-8108
URL ： http://www.kinseiseishi.co.jp
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高合繊エアレイド“ECO-PAL”による新価値創造

－安全性と環境を重視する社会に適合したエコロジー素材－

当杜は｢合繊エアレイド“ECO-PAL”

（エコパル）による新価値創造｣をテーマ

に掲げ多層構造不織布の多岐にわたる

商品展開を紹介いたします。世界に例が

ない合繊エアレイドを用いた製品に対

するお客さまの評価をぜひお聞かせ下

さい｡

当社ではこれまでどこも手掛けな

かった合繊エアレイドに取り組んでき

ました｡

エアレイド用の合繊原料は世界中ど

こを探しても無かったため , その可能性

を理解して頂いた日本の繊維メーカー

に特注品を依頼しています｡

これほどまでにこの製法にこだわっ

た理由は , 合繊エアレイドでつくられた

"ECO-PAL" が以下のような特長を有し

ているからです。

①密度傾斜のついた多層構造,②環境

負荷が少ない生産テクノロジー , ③化学

バインダーを使用しないので環境負荷

が少ない,④とくに食品用用途には,公的

機関に承認された原材料が幅広く使用

可能 , といった合繊エアレイド不織布の

特長が、これから来るであろう安全性と

環境が重視される社会にマッチすると

当社では考えたからです｡

合繊エアレイド”ECO-PAL”を用いた

具体的な展示内容

（1）Aero-Dinamic-AirFilter(ADF)

アンビックと共同開発した自動車や

空調フィルター向けの素材で，ニードル

パンチや湿式不織布，メルトブローなど

と比べて合繊エアレイドの優位性がど

こにあるか、データを含めご紹介しま

す。

（2）各種ワイパー

掻き取り性に優れた，太デシテックス

のごわごわした繊維を多用した家庭用

の各種ワイパーを紹介します。

（3）鮮度保持シート(台所・料理)

スーパーやファーストフードなどの

バックヤードで使用する業務用の鮮度

保持シートを紹介します。

（4）抗菌鮮度保持シート“ピュア”

中央化学商事( 株) との共同開発品で

す。抗菌剤に食品添加物としても使用さ

れる安全性に優れる天然素材を使用し

た，抗菌鮮度保持シートを紹介します。

（5）Hygiene & Diaper

生理用ナプキンや紙おむつなど衛材

に使用するトップ・セカンドシートある

いは一体型吸収体を，合繊エアレイドで

提案します。

（6）紛体混入の不織布

昨年2005 年末の週刊誌のお掃除道具

売行き商品として、当社が作った天然志

向を反映した重曹入りシート取り上げ

られました。今回は重曹に限らず，活性

炭など各種機能性繊維を混入した紛体

配合不織布を展示します。

（7）複合化不織布

合繊エアレイドを紙や不織布（スパン

ボンド，サーマルボンド，カードなど)な

ど他シートと組み合わせた複合シート

を提案します。

（8）PET&PP  100% 各種Filter  sub-

strates

ポリエステルやポリプロピレン100%の

合繊エアレイドを用いた，空気や液体向け

の各種フィルター濾材を提案します。

（9）吸音シート

合繊エアレイドはクッション・吸音性

に優れることから，フローリングの防音

効果をデータとともに紹介します。

（10）印刷可能不織布

表面に平滑性に優れる合繊エアレイ

ドに美しい印刷を施した見本を展示し

ます。

企業概要・金星製紙㈱
【創業】1917（大正6）年
【設立】1951（昭和26）年
【代表者】代表取締役社長　安光保二
【営業担当】取締役営業部長　澤村聖一
【製造・販売品目】エアレイド不織布，
サーマルボンド不織布，スバンレース不織
布，ケミカルボンド不織布，湿式不織布な
どの製造および加工。フィルター，食品関
係，生活家庭用品，ワイパー，土木用途
【問合せ先】
本社・工場　
〒780-0921 高知市井口町63
TEL088-822-8105　FAX088-822-8108
東京営業所　
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-3
03-3661-4849　FAX03-3661-8696
日高工場　
〒781-2100 高知県高岡郡日高村277-3
TEL0889-24-4000　FAX0889-20-1576
URL:http://www.kinseiseishi.co.jp/

薬品を配合した台所掃除用クリーナー
“重曹のちから”“クエン酸のちから”

クッキングシートプロ仕様“粋（いき）”

エコパル150：新開発のノーバインダー不織
布使用。表面フィルムで遮蔽性を高めたタイ
プ。優れたドリップ吸収性能とクッション性


