問合せ先
㈱クラレ
〒 103-8254 東京都中央区日本橋 3-1-6

製品開発
ＮＥＷＳ

TEL03-3277-3305 FAX03-3277-3384
http://www.kuraray.co.jp

立体形状の使いきりマスク

ユニ・チャーム 超立体マスク
ユニ・チャーム
ユニ・チャームは，これまで培ってき

ト

を改良新発売した。

［特 長］

消臭・ひかり抗菌防臭繊維使用

た不織布技術を応用し，花粉症にとく

(1)水が使えない時，
いつでもどのよう

消臭機能付き剣道防具

に困っている「重い花粉症の人」に対し

な場所でも拭くだけで簡単に手指を

て，従来のマスクの不満点を解消する，

きれいにする

クラレは化学的中和反応と光触媒反

まったく新しい立体形状の使いきりマ

(2)手指の除菌ができる

応のふたつの消臭メカニズムを持つ繊

スク ユニ・チャーム 超立体マスク を

(3)しっかりしたメッシュシートが汚

維 シャインアップEX を使用した，新

新発売した。

れやバイ菌をしっかり取り除き，
さっ

クラレ

タイプの剣道防具を開発した。
剣道防具は面，胴，甲手，タレを含む

［特 長］

ぱり清潔にする

(1)立体フィットで隙間を作らず花粉

(4)無香料

防具一式で，すべてのキルティング（刺

の侵入をガード

問合せ先

子）部分に消臭・ひかり抗菌防臭繊維

(2)高いバリア性と通気性を両立

ライオン㈱

(3)口元に空間ができるので息が楽

〒 130-8644 東京都墨田区本所 1-3-7

とくに汗臭さの残る面と甲手のキル

(4)やわらか素材の耳かけで痛くない

TEL03-3621-6661 FAX03-3621-6529

ティング部分の素材に， シャインアッ

問合せ先

http://www.lion.co.jp

プ EX を使用したことにより，防具特

ユニ・チャーム㈱

有の不快なニオイを軽減する。

〒 108-8575 東京都港区高輪 3-25-23

超ロングサイズの尿とりパッド

［特 長］

TEL03-3449-2858 FAX03-3449-0496

アクティ 安心ロングパッド

（1） シャインアップEX の化学的中

http://www.unicharm.co.jp

シャインアップ EX を使用している。

クレシア
クレシアは，超ロングサイズの男女

和反応と光触媒反応により，
汗などの

兼用の尿とりパッド

不快臭を低減

ングパッド

（2）従来品で用いられている伝統的

アクティ 安心ロ

を発売した。背中側まで

しっかり漏れをガードする。

な藍染めではなく，
近代的な染色方法

［特 長］

を使用しているため，
従来品に比べ色

(1)ロングで２層の吸収体が，
尿をすば

落ちしにくく耐洗濯性が向上

やく，しっかり吸収･拡散する

（3）面，
胴，
甲手，
タレのキルティング

(2)吸収量の目安はおしっこ約6回分の

部分に シャインアップEX を使用
ウェットティッシュ

キレイキレイ お手ふきウェット
シート
ライオン
ライオンは，家族の清潔と健康を守
る キレイキレイ ブランドから，水が
使えない時でも汚れを拭き取って手指
の除菌ができるウェットティッシュ
キレイキレイ お手ふきウェットシー
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車内空間清拭シート

〒 540-0024 大阪市中央区谷町 2-6-5

(3)尿量の多い人や夜間のモレ防止に

布シートクリーナー すぐキレイ

TEL06-6942-2851 FAX06-6944-1307

最適

消臭・除菌

http://www.soft99.co.jp

問合せ先

畳用クリーナー

㈱クレシア

畳

あっ！ きれい
ソフト 99 コーポレーション

〒163-1105東京都新宿区西新宿6-22-1
TEL03-5323-0295 FAX03-5323-0267

水を通さない救急絆創膏

ケアリーヴ

防水タイプ
ニチバン

ソフト 99 コーポレーションは，車内
布シートク

ニチバンは，やわらかな素肌タッチ

リーナー すぐキレイ消臭・除菌 を発

はそのままに，水を通さない救急絆創

モップ状の掃除用品

売した。新開発の泡立ちウェットシー

膏 ケアリーヴ

ネピア モッピー・ハンディー

トでファーストフードなどの食べこぼ

した。

クリーナー

しの染み付いた汚れを浮かせて吸着

の空間を拭き取るシート

http://www.crecia.co.jp

ネピア
ネピアは，ゴミ取り部分を取り換え
て使うモップ状の掃除用品

し，スッキリクリーニングする。
［特 長］

防水タイプ を新発売

同製品の基材は，しなやかな高密度
ウレタン不織布と，伸縮性の良い防水
透湿フィルムの2層構造からなる。水は

ネピア

(1)クリーニングと同時に優れた除菌

通さずに蒸気のみを外に逃がすため，

モッピー・ハンディークリーナー を発

＆消臭効果で雑菌や気になる汚れを

水仕事や入浴時に傷口をしっかり保護

売した。新開発のミラクルファイバー

一掃する

しつつ，皮膚がムレたり白くふやけに

により，サッとひと拭きでしっかりホ

(2)拭くだけでモコモコ泡立つ，新開

くくなっている。

コリをキャッチする。

発の泡立ちウェットシート

［特 長］

［特 長］

(3)レジャードライブに必携

(1)すぐれた柔軟性をもつ高密度ウレ

(1)自在に変化する毛先により，
隙間や

また，同社では，サッとひと拭きで畳

タン不織布が皮膚の微妙な動きに順

家電製品の凹凸部分にもフィットし

の目にはいりこんだチリ・ホコリや皮

応するため，皮膚へのストレスを軽

てカンタンにホコリが拭き取れる

脂汚れもクリーニングできる特殊シー

減。かぶれにくく，やさしい貼り心地

(2)優れた収納性に加え，
どんな場所に

トに洗浄成分を染み込ませた畳用ク

(2)透湿性の高い高密度ウレタン不織

もマッチするオシャレなカラー

リーナー 畳

布の採用により，
皮膚への水分貯留が

(3)コンパクトに収納できる折りたた

した。

み型ボディ

あっ！ きれい を発売

［特 長］

ない。このため，長時間の貼付でも粘
着力が安定

(4)柄の部分が約10cmも伸びるので，

(1)拭くと同時に天然の植物系ワック

(3)角質細胞の剥離量が従来品より少

手の届きにくい場所も楽に掃除がで

ス成分が，
畳本来のツヤを与えてキズ

なく，テープの柔軟性と相まって，

きる

や汚れから畳を保護し，
美しい仕上り

テープ除去時や貼り替えによる皮膚

問合せ先

が持続

刺激・痛みを軽減

㈱ネピア

(2)サラッとした仕上りと新品時のよ

問合せ先

〒 104-8319 東京都中央区銀座 5-12-8

うな＜い草＞の香りで，
新品気分が楽

ニチバン㈱

TEL03-3248-3111 FAX03-3248-2868

しめる。

〒 112-8663 東京都文京区関口 2-3-3

http://www.nepia.co.jp/

(3)除菌・防ダニ剤配合

TEL03-5978-5601 FAX03-5978-5620

問合せ先

http://www.nichiban.co.jp

㈱ソフト 99 コーポレーション
マイナスイオンを発生させるウエア

イオンボディズ
人工皮革使用したサッカースパイク

プログレ SL180
デサント
デサントは02〜03年シーズンモデル
のスキーウエアとして，今話題のマイ
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ナスイオンを発生させるウエア
ンボディズ

イオ

を発売した。

マイナスイオンを発生する特殊鉱石

問合せ先

材の開発を進めてきたが，このほど透

㈱デサント

湿性屋根下地材 ルーフラミテクト を

〒 543-8921大阪市天王寺区堂ヶ芝1-11-3

発売した。

をパウダー状にして不織布に固着し，

TEL06-6774-0365 FAX06-6774-0367

その不織布を挿入したパッドをジャ

http://www.descente.co.jp

(1)透湿性：アスファルトルーフィング

ケット内側の背中部分に取り付け着用
時にマイナスイオンで体を包み込む。
［特 長］

22kgの200倍以上の
微粒子除去マスク

(2)防水性
（釘穴シール性）
：特殊止水層

リップタッチ

のシール効果により，
釘穴からの雨水
アサヒリケン

(1)スキーウエアとして初めてこの機
能を取り入れた

［特 長］

アサヒリケンは効果的に花粉などの
リッ プ

の浸入を防ぎ住まいの耐久性を向上
(3)施工性・安全性：足元をサポートし，

(2)人間の中枢である背中・腰部分を集

微粒子を除去できるマスク

中してマイナスイオンをウエア内で

タッチ を開発した。一般的な風邪用マ

(4)環境適合：ホルムアルデヒドを屋外

放出するので滑走後の疲労軽減や肉

スク内に特殊構造のフィルターを組込

に素早く放出

体的・精神的なストレス軽減効果が期

み 0 . 3 〜 0 . 5 ミクロンの微粒子でほぼ

問合せ先

待できる。

1 0 0 % に近い除去性能を得た。また，

セーレン㈱

フィルター全体で微粒子を吸着しなが

〒 918-8560 福井県福井市毛矢 1-10-1

ら吸気できるため息苦しさが無い。

TEL0776-55-1675 FAX0776-55-0697

作業効率向上に貢献

［特 長］
(1)アレルギー性微粒子除去による大
きな効果と使い易さを追求した新し
いタイプのマスク
また同社では，甲の部分に軽い人工

(2)呼吸がしやすい高性能フィルター

皮革を使うことで従来品から 2 割以上

(3)密着性・密閉性が抜群

の軽量化を実現したサッカースパイク

(4)シンプルで使いやすい構造

プログレ SL180 を発売した。プレー

問合せ先

ヤーのスピードとテクニックをより高

㈱アサヒリケン

急須を使わずに緑茶を簡単に味わう

めるために開発された。

〒229-1131神奈川県相模原市西橋本5-4-21

緑茶用ドリップ器具

［特 長］
(1)重さ180g（サイズ26cm）
はサッカー

静パック

TEL･ FAX 042-770-9460
http://www.asahiriken.co.jp/

静パックは，急須を使わずに緑茶を

スパイクでは最軽量

簡単に味わうことができるドリップ器

(2)柔軟で軽く耐久性に優れた人工皮

具を開発した。1杯分の茶葉を細かい網

革 エアロカプセル をアッパーに採

目状のポリエステル不織布で包み込ん

用し，微細なボールタッチとスピー

だ構造。
［特 長］

ディーな走りを実現
( 3 ) 3 D とフラットの2 タイプのイン

(1)茶の抽出が良い透明な素材を使用

ソールを用意

(2)急須のように茶葉の上からお湯を
住まいを呼吸させる屋根下地材

注ぐ

ルーフラミテクト

(3)バッグ茶殻は滴汚れ防止の外装ア
セーレン

セーレンでは，従来より不織布とフ
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ルミ袋に入れ捨てられる
問合せ先

イルムをラミネートしたサイジング壁

静パック㈲

下地用透湿シート ラミテクト を製造

〒 422-8047 静岡県静岡市中村町 390

販売して5年が経過した。この技術を応

TEL054-281-9092 FAX054-284-4556

用し，新たな切り口で高機能屋根下地

http://www1.biz.biglobe.ne.jp
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