掃除用品

(1)新開発の「広がりガード吸収体」を

クイックルワイパーカーペット用

採用。尿の吸収部分が広がらないの

花王

製品開発
ＮＥＷＳ

花王は , カーペットにからみついた

で，漏れず，足濡れせず，臭わない
問合せ先

髪の毛やホコリペットの毛までしっか

ユニ・チャーム ペットケア㈱

りキャッチする掃除用品

クイックル

〒 141-0031 東京都品川区西五反田 7-20-9

ワイパー

を新発売し

TEL03-3495-5128 FAX03-3779-3514

カーペット用

た。今までにない新機構で「髪の毛」や

http://www.uc-petcare.co.jp/

「ホコリ」
「ペットの毛」などカーペット
の気になる汚れを手軽にしっかり取り
高周波ウエルダー接着対応面ファスナー

マジックテープ S-P・S-E タイプ
クラレ
クラレは，面ファスナー

マジック

除く。
［特 長］
(1)片手で軽くころがすだけ
( 2 ) 回転ブラシでかき出して，粘着

テープ シリーズとして，塩化ビニル代

シートでくっつける新機構

替用に需要が拡大しているポリオレ

問合せ先

フィン系（PP，EVA，PE，EMMA）素

花王㈱

天然コットンの紙歯磨き

材への高周波ウエルダー接着が可能な

〒 103-8210

クールウェイブ ペーパー歯みがき

マジックテープ S-P タイプ，S-E タイ

東京都中央区日本橋茅場町 1-14-10

プを開発した。ユーザーから被着体の

TEL03-3660-7041 FAX03-3660-7044

エコ化への要望を受け，裏面樹脂層を

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

ハニックス
ハニックスは，天然コットン 1 0 0 %
ウェットペーパー使用（メッシュ構造）

改質しポリオレフィン系素材の高周波

のどこでも歯みがき

ウエルダー接着を可能にした。

ペーパー歯みがき

［特 長］

クールウェイブ
を新発売した。口

臭･歯垢･虫歯の原因となる食べ物のカ

S-Pタイプ

スや細かな汚れを落とし，歯のヌメリ

(1)ポリプロピレン素材への高周波ウ

感を除去する。
［特 長］

エルダー接着が可能
(2)マジックテープの係合力は維持

(1)いつでもどこでも手軽に歯みがき

S-Eタイプ

ができる
(2)うがいの必要がない

(1)PE，
EVA，
EMMA素材への高周波ウ

ペットシート

エルダー接着が可能

愛犬元気

(2)マジックテープの係合力は維持

ペットシート

オシッコ広がらない

問合せ先

ユニ・チャーム ペットケア

問合せ先

(3)天然成分キシリトール配合

㈱ハニックス

ユニ・チャームペットケアは，こまめ

〒 124-0022 東京都葛飾区奥戸 1-6-10

〒 103-8254 東京都中央区日本橋 3-1-6

にペットシートを取り替えるユーザー

TEL 03-3697-3068FAX03-3697-7568

TEL03-3277-3305 FAX03-3277-3384

のために

http://www.hanix.co.jp

http://www.kuraray.co.jp

ないペットシート

㈱クラレ

愛犬元気

オシッコ広がら

を新発売した。

これにより「長時間派」のための デ
オシート と「こまめに取り替え派」の
同製品で，すべての室内飼育者に対応
し消費者の満足度をより高める。また
デオシート のパッケージをリニュー
アルした。
［特 長］

56

NONWOVENS REVIEW

ペット用ウェットタオルを発売

上させる新しいスキンケアシステムを

かり吸収する

JOYPET 汚れをふきとるボディー

提案する。

(3) おしりの下にしき込みやすい適

タオル

［特 長］
ジョンソントレーディング

度なサイズ（34×45cm）

(1)固くなった角質を柔らかくし、
汚れ

おしり洗浄用 ふき取りタオル

を落としやすくする
「フルーツ酸」
（リ

(1)ミクロの繊維がふき取りにくい細

トの体の汚れを拭き取る使い捨て

ンゴ酸）を配合

かな汚れもやさしくふき取る

ウェットタオル

JOYPET 汚れをふき

(2)肌にうるおいを与え，
しっとりとさせ

(2)エンボス加工した凹凸シートが，
大

とるボディータオル を発売した。超大

る天然保湿成分
「ヘチマエキス」
を配合

きな汚れもしっかりふき取る

型・大型犬用，中型・小型犬用，猫用の

(3)厚手の柔らかシートなので肌にや

(3)タオルのような厚さでやわらかな

3 種類がある。

さしくふき取れる

風合いなのでやさしく温かくふきあ

(4)容器は指一本で簡単に開けられる

げられる

(1)大判サイズなので1枚で全身の汚れ

問合せ先

(4)使い捨てなので衛生的

を拭き取れる

ユニ・チャーム株

問合せ先

(2)ペット用ウェットティシュよりも

〒 108-8575 東京都港区高輪 3-25-23

約40%も厚い不織布を使用。汚れを拭

TEL03-3449-2858 FAX03-3449-7600

き取りやすいメッシュタイプ

http://www.unicharm.co.jp

ジョンソントレーディングは，ペッ

［特 長］

同上

(3)ペットにやさしいノンアルコール，
無香料。
拭いたところをなめても安心
(4)殺菌剤配合なので外で遊んだあと
の除菌にも最適
(5)被毛にうるおいを与える天然保湿

柔軟性・伸縮性に優れたスパンボンド

成分入り

ストラフレックス

問合せ先

出光ユニテック

ジョンソントレーディング㈱

出光ユニテックでは柔軟性，伸縮性

〒231-8691

スキンケアシステム

に優れたスパンボンド不織布

神奈川県横浜市中区山下町22

ライフリー おしり洗浄シリーズ

フレックス

ユニ・チャーム

山下町SSKビル
TEL045-640-2310 FAX045-640-2312
http://www.johnson.co.jp

ユニ・チャームはスキンケアをシステ

ストラ

の開発に成功した。

ストラフレックス は特殊弾性樹脂
をベースに独自の樹脂設計技術と不織

ムで実現し , 本人の清潔と介護者の簡便

布成形技術によって開発したもので，

を提供する ライフリー おしり洗浄シ

樹脂の違いによりポリオレフィン系の

リーズ（ケア洗浄液・しき込み吸収シー

ストラフレックスAグレード，ポリアミ

ト・ふき取りタオル）を新発売した。

ド系のストラフレックスPグレードの2

スキンケアの基本である清潔ケア機

タイプがある。

能と保湿ケア機能にバリアー機能（肌を

柔軟性・伸縮性・防滑性などの特長を

保護する機能）をプラスすることで複数

活かして，オムツの伸縮テープなど衛

のスキンケア剤を使用することなく簡便

生材料分野，ハップ剤，バンソウコウ基

ウェットティシュタイプの介護用シート

にかつ効果的に陰部周辺の肌をより良い

材などのメディカル分野，テーブルク

ライフリー お肌しっとりケアシート

コンディションに維持することができ，

ロス，滑り止めマットなどの生活雑貨

寝た状態でも入浴気分が味わえる。

分野の需要を見込んでいる。

ユニ・チャーム
ユニ・チャームは , 手軽にこまめな汚

［特 長］

問合せ先

れ落としができ , しかも保湿効果もある

おしり洗浄用 しき込み吸収シート

出光ユニテック㈱

ウェットティシュタイプの介護用シー

(1)テープ止めおむつを覆う安心の大

〒112-0002東京都文京区小石川1-2-1

ト ライフリー お肌しっとりケアシー

きさなのでふとんまわりを汚さない

TEL03-5800-3701 FAX03-5802-7765

ト を新発売した。介護品質をさらに向

(2)シャワーボトル1本分のお湯をしっ

http://www.idemitsu.co.jp
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