シートタイプのあぶらとり化粧水

股モレを防ぐ新おむつ

ビオレ 毛穴すっきりパウダー

リリーフ 横向き寝でもモレ安心

ローションシート

花王
花王

製品開発
ＮＥＷＳ

花王は，ベタつきの原因となる毛穴

方の実態を考慮して開発されたテープ

から出てくる過剰な皮脂を吸収するあ

止めタイプの新おむつ リリーフ 横向

ぶらとり化粧水 ビオレ 毛穴すっきり

き寝でもモレ安心 （M，L 2 サイズ）を

パウダーローション

をシート状にし

新発売した。おむつに隙間ができやす

ビオレ毛穴すっきりパウダーロー

い横向き寝の体勢でも脚まわりの吸収

た

ションシート

を新発売した。

肌にやさしい「しなやかシート」が

ペット用消臭マット

イーマット

花王は，寝たきり介護を必要とする

しっかり小鼻のわきなどにもフィット

帯がしっかりフィットして，股モレや
横脇モレを防ぐ。
［特 長］

クラレメディカル・キリカン洋行

して，多孔質の「あぶらとりパウダー」

(1)新開発の脚まわりの吸収体が，
しっ

クラレメディカルと獣医科向け医療

が毛穴からの皮脂をしっかり吸い取

かりカバーして横向き寝のモレを防

り，さらさら感が長時間続く。

ぐ

用具販売のキリカン洋行は，光消臭繊
維を使用したペット用マット
マット

イー

［特 長］

(2) 従来のように，尿とりパッド併用

を共同で開発，全国のペット

(1) ふきとりタイプなので，洗顔では

により尿が立体ギャザーを越えてし

ショップや動物病院などを通じて発売

落ちにくい古い角質や毛穴の汚れを

まうことによって生じていた「モレ」

を開始した。サイズは 90 × 50cm。希望

さっぱりと取り去り，
なめらかな肌に

の心配がない

小売価格は税別で 5,000 円。

整える

(3) 就寝中に想定される排尿量を充分

(2) 皮脂を吸い上げる力に優れた，多

吸収できる吸収力

(1)マットの表地にセラミックス系の

孔質のパウダー配合
（あぶらとりパウ

問合せ先 同上

特殊消臭剤を練り込んだ光消臭繊維

ダー）がベタつきを抑え，さらさら感

［特 長］

シャインアップ を使用

が長時間持続する

(2)光触媒反応と化学吸着反応の2つ

(3) 肌にやさしい使い心地の「しなや

の消臭機能により，
これまで難しいと

かシート」

されてきた中性の不快臭にも，
高い消

(4)肌に必要なうるおいを補給。いつ

臭効果を発揮

でもどこでも，
気になった時手軽に使

(3)太陽光だけでなく，蛍光灯でも効

える

力を発揮

問合せ先

(4) 裏地にスベリ止め加工を施し安全

花王㈱

シルキーな軽量ソフト綿タイプ中綿

面でも配慮

〒103-8210東京都中央区茅場町1-14-10

シンサレート エックス・ソフト

問合せ先

TEL03-3660-7041 FAX03-3660-7044

住友スリーエム

㈱クラレ

http://www.kao.co.jp/

住友スリーエムは，衣料用中綿の シ

〒103-8254東京都中央区日本橋3-1-6

ンサレート 高機能中綿シリーズに，従

TEL03-3277-3305 FAX03-3277-3384

来のソフト綿タイプより2〜3割軽量で

http://www.kuraray.co.jp/

同等の保温性能が得られる，シルキー
タッチの シンサレート エックスソフ
ト を追加，2002 年秋冬衣料向けに販
売を開始した。
［特 長］
(1)軽くて暖かい
(2)風合いが柔らか
(3)パネル留めができる
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(4)水洗い，
石油系ドライのいずれにも

ボディ用日焼け止めシート

(2)鮮やかな黄色の色彩が室内を明る

対応が可能

バン UV シート

く演出する
ライオン

問合せ先

ライオンは，シートタイプでは初め

住友スリーエム㈱

(3)陰干しにより消臭効果が持続
問合せ先

〒158-8583東京都世田谷区玉川台2-33-1

ての臭いも抑えるボディ用日焼け止め

㈱サンファミリー

TEL03-3709-8167 FAX03-3709-8496

シート バン UVシート を新発売した。

〒 675-1202

http://www.mmm.co.jp/

同社独自の 3 層構造シートを採用した

兵庫県加古川市八幡町野村 616-31

ので，中に含浸させた液状の日焼け止

TEL0794-38-7006FAX 0794-38-0587

め剤を塗り始めから塗り終わりまで均
一に塗布でき，日常紫外線を防ぐ。
［特 長］
(1)さっと塗るだけで日常紫外線から
肌を守り，体の臭いも抑える
(2)ウォーターベースなので，
サラッと
女性用尿吸収パッド

してベタつかず，白残りしない

ポイズパッド ライト・レギュラー

(3)首すじなどの塗りにくい部分にも

クレシア

ムラなく塗れて，
両面使える柔らかい

通気口フィルター

シート

エアクリーン

イズパッド ライト （薄型少量タイプ）

(4)
「無香料」
と
「冷たく香るミント」
の2

お部屋の通気口フィルター

および 同レギュラー （ふつう中量タ

種類の品揃え

イプ）をリニューアルし，4 月から発売

問合せ先

を開始した。

ライオン㈱

内侵入を防ぐフィルター

〒 130-8644 東京都墨田区本所 1-3-7

ンお部屋の通気口フィルター

プ）のリニューアルに引き続き，軽い尿

TEL03-3621-6661 FAX03-3621-6529

した。

モレで悩む女性に安心で快適な毎日を

http://www.lion.co.jp/

クレシアは，女性用尿吸収パッド ポ

昨年の 同スーパー （安心吸収タイ

エステー化学
エステー化学は，花粉やほこりの室
エアクリー
を発売

［特 長］

提供することを基本理念に，吸収性や

(1)室内にある通気口にセットするだ

肌触りを改良した。

けで，
ホコリ・花粉・粉じんなどの外気

［特 長］

の汚れの侵入を防ぐ

(1)ポリマーをたっぷり使用。
素早く尿

(2)特殊フィルターで目に見えないミ

を吸収し，表面はいつもさらさら，臭

クロの汚れもキャッチ

いも閉じ込める

(3)取替えサインでフィルターの取り

(2)肌にやさしい快適さ

消臭タペストリー

替え時期がわかる

(3)ずれを防ぐ2本の固定テープ付

消臭 名画タペストリー

問合せ先

(4)携帯に便利で目立たない白色の個

ゴッホとひまわり

エステー化学㈱

サンファミリー

別包装
問合せ先

サンファミリーは，消臭タペスト

㈱クレシア

リー 消臭 名画タペストリー ゴッホと

〒 163-1105 東京都新宿区西新宿 6-22-1

ひまわり を発売した。東洋紡のPETス

TEL03-5323-0295 FAX03-5323-0267

パンボンド不織布に消臭加工を施し，

http://www.crecia.co.jp/

そこにゴッホの代表作「ひまわり」を印

〒 161-8540

新宿区下落合 1-4-10

TEL03-5906-0731 FAX3-3367-2042
http://www.st-c.co.jp/

刷した。
［特 長］
(1)シート全体でタバコやペットの臭
いを吸収し，さわやかに消臭する
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