製品開発
ＮＥＷＳ

学物質過敏症の原因物質であるホルム

〒541-8507大阪市中央区道修町4-3-6

アルデヒドや有機溶剤臭の原因物質な

TEL06-6222-0142 FAX06-6222-4261

どを吸着・除去する新タイプの簡易マ

http://www.kobayashi.co.jp/

スク キーメイトマスク CS-5 を発売
した。
［特 長］
（１）特殊活性炭 クラシート がホル
ムアルデヒドを効果的に除去
（２）
鼻，
顎部分に採用したフィットワ
イヤーで顔にぴったりフィットする
（３）アジャスター付耳かけひもを採

技術素材シリーズ

袖の美しさを追及した裄綿 など
日本バイリーン
日本バイリーンは，アパレル量産技

用し，長さを自由に調整できる

高機能中綿素材

シンサレートエックス･ソフト II
住友スリーエム

（４）肌に優しいオーガニックコット

住友スリーエムは，高級素材との

ン製あて布付き

術に裏づけされた素材（パーツ）を開

（５）柔らかい特殊な穴アキ不織布を

発，
「技術素材シリーズ」としてアパレ

使用しているため，
ソフトタッチで通

材

ルメーカー向けに販売を開始した。

気性が良好

を新発売した。ファッショナブルウェ

今回上市したのは， 袖の美しさを追

問合せ先

アからスポーツウェアまで，やさしい

及した裄綿 （写真左） センターハーフ

㈱クラレ

着心地，フィット性，軽くて暖かい快適

バイアス機能テープ （同中央） 中打ち

〒 103-8254 東京都中央区日本橋 3-1-6

性などを実現した。

ペアテープ （同右）の 3 タイプ。

TEL03-3277-3305 FAX03-3277-3384

このうち

袖の美しさを追及した裄

マッチング性を向上した高機能中綿素
シンサレート エックス･ソフト II

［特 長］
(1)しっとりした柔らかさ，ドレープ

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

綿 は，袖に吸い付き，美しいシルエッ

性，シルキータッチ性に加え，嵩高性

トを表現する。その秘密は，APDS（アパ

を実現

レルプロダクションデータシステム）に

(2)表生地として使われる高密度の織

よる素材データの分析と加工技術にあ

物や肉薄の生地にマッチ。
風合いを最

る。また，人やボディーに着せても，ハ

大限に活かすことができ，
デザインの

ンガーに掛けても美しい袖のラインを

幅がさらに広がる

表現しやすい設計になっている。
問合せ先

汗取りシート

( 3 ) デリケートな素材の裏生地とも

ノースリーブ用あせワキパット

マッチ

小林製薬

日本バイリーン㈱
〒101-8614東京都千代田区外神田2-14-5

小林製薬は，ノースリーブ用汗取り

(4)縦方向に5インチキルトを施してあ
るためパネル止めキルトが不要

TEL03-3258-3334 FAX03-3258-3328

シート

http://www.vilene.co.jp/

ト を発売した。天然コットン 100% の

問合せ先

メッシュシートを採用し，やさしい肌

住友スリーエム㈱

ざわりで，ワキの下をいつもサラサラ

〒158-8583東京都世田谷区玉川台2-33-1

で爽やかに保つ。

TEL 06-3709-9046 FAX03-3709-8453

ノースリーブ用あせワキパッ

［特 長］

(5)石油系ドライによる洗濯が可能

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

(1)汗もれをしっかりストップ
(2)消臭剤配合
ホルムアルデヒド除去マスク

(3)無香性

キーメイトマスク CS-5

(4)使い捨てタイプ
クラレ

クラレは，シックハウス症候群や化
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問合せ先
小林製薬㈱
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シックハウス対策シート

格の薄層屋上緑化システム

スーパーディクリスシート A

カーペット トレー方式 を開発した。連

をせき止めモラさない

結，固定するだけで，施工やメンテナン

問合せ先

スの容易な屋上緑化を実現する。

ユニ・チャーム ペットケア㈱

フジタ・ユニチカ
フジタはユニチカと共同で，近年問
題となっている学校でのシックスクー

セダ ム

［特 長］

フィットして，
大型犬の大量の尿や便

〒141-0031東京都品川区西五反田7-20-9

ルや住宅でのシックハウスの原因とな

(1)200㎡以上の場合，18,000円㎡の低

TEL0120-810-539 FAX 03-3779-3514

る V O C などの吸着性能を大幅に高め

価格を実現

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

（同社比），強力脱臭する スーパーディ

(2)トレー方式なので施工が簡単

クリスシートA （特許出願中）を開発・

(3)固定部分は強度が高くメンテナン

実用化した。

スにも対応

［特 長］

(4)新築、
既存および防水仕様の違いを

(1)ホルムアルデヒドやVOCに対して

問わず適用可能

一般的な備長炭シートの約1万倍以上

(5)セダムの生育の安定性を確保する

の吸着量を実現。また，指針値以下の

多機能トレー（保水・排水・通気性）

非常に低濃度のVOCなどにも優れた

問合せ先

除毛パフ

吸着除去性能を発揮する

㈱竹中工務店

ケナッシー つるすべ除毛パフ

(2)吸着速度も非常に早く，
マンション

〒 104-8182 東京都中央区銀座 8-21-1

の部屋で使用した場合，
設置１時間前

TEL03-3542-7100 FAX03-3545-9385

後から効果が現れる

http://www.takenaka.co.jp

バイソン
バイソンは，肌にあててクルクルこ
するだけで無駄毛を取り，肌を磨き上

(3)家庭用のはさみで簡単に切断でき，

げる除毛パフ

クローゼットや家具などの閉鎖され

毛パフ

ケナッシー つるすべ除

を発売した。

［特 長］

た空間でも，
敷きこむだけで効果が得
られる

(1)やわらか繊維のソフトクロス面が

(4)使用後は可燃ごみとして処理可

肌にぴったりフィットし，
カット微粒

(5)生ごみ臭やペット臭なども強力脱臭

大型犬用紙オムツ

子がムダ毛をしっかりキャッチ

問合せ先

ユニ・チャーム ペットケア

(2)円を描いて動かすと，
ムダ毛が巻き

㈱フジタ

紙オムツ LL サイズ

込まれてだんだん細くなり，
根元から

〒151-8570東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2
TEL03-3402-1911 FAX03-3404-8477
http://www.fujita.co.jp

ユニ・チャームペットケア
ユニ・チャーム ペットケアは，大型
犬に対応した

ユニ・チャーム ペット

ケア 紙オムツ LL サイズ

を新発売し

すり切れ，きれいになくなる
(3)毛先を丸くカットするから、
のびて
きた時のチクチク感がない
問合せ先

た。小型犬から大型犬までのフルライ

㈱バイソン

ンナップの提案で，ユーザーの満足の

〒536-0004大阪市城東区今福西2-4-7

向上と市場拡大をめざす。

TEL06-6963-6340 FAX06-6963-6341

［特 長］

http://www.bison.co.jp

(1)超パワフル吸収体が，
大型犬の大量
の尿（約200cc）を約3回分を吸収
(2)ウエストバンドが大型犬の動きに
トレー方式の薄層屋上緑化システム

合わせてフィットするので，
ズレを防

セダムカーペット トレー方式

止し隙間をつくらずもらさない

竹中工務店
竹中工務店は，アーキヤマデと共同

(3)4ヵ所止めのつけ直しラクラクテー
プで，
大型犬の強い動きでもズレず何

で乾燥に強く薄い土壌でも育つセダム

度でも付け直しができる

を植栽した専用トレーを用いた，低価

(4)3本のトリプルギャザーが股ぐりに
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お腹と背中でテープ止めできる紙おむつ

メリーズ

時のムレ要因を根本からなくした。

ネピアテンダー

［特 長］
花王

花王は世界で初めてお腹でも背中で
もテープが止められる新発想の紙おむ
つ メリーズ （M/Lサイズ）を新発売し

大人用紙おむつ・尿パッドなど10アイテム

王子ネピア

(1)2層構造の「ふんわり・さらりシー

王子ネピアは，大人用紙おむつ ネピ

ト」
(2)通気性が高く装着感にこだわった

アテンダー をリニューアルし，全商品
に消臭機能を採用した。また，肌荒れを

「やわらかバックシート」

た。寝返りをうっても，ハイハイで逃げ

(3)化粧品をイメージさせるようなオ

防ぐ機能をもつ「ユーカリエキス」も初

ても，立ったままでもおむつ替えできる

シャレで高級感のあるパッケージデ

めて採用した。

ので，おむつ替えを嫌がる赤ちゃんを無

ザイン

理やり仰向けにする必要はない。

問合せ先

(1)パンツタイプ・テープタイプ（M・L

大王製紙㈱

サイズ）に全面通気性を採用。おむつ

(1)お腹でも背中でも楽におむつ替え

〒162-0042東京都新宿区早稲田町70-1

の中のムレを逃がしてカブレを防ぐ

(2)肌にあたる部分は
「ふわふわ肌ケア

TEL03-3205-6002 FAX03-3205-6026

(2)全商品に消臭ケアを採用。
通気性が

シート」

http://www.daio-paper.co.jp/

良くても気になる「ニオイ」は安心

［特 長］

［特 長］

(3)赤ちゃんの肌にくっつかないから

(3)テープタイプ
（M・Lサイズ）
・フラッ

安心「何度でもテープ」

トタイプ・尿パッドには肌にやさしい

(4)おむつ全体で湿気を発散
「全面通気

天然成分ユーカリエキスを採用

性」

問合せ先

問合せ先

王子ネピア㈱

花王㈱

〒 104-8319 東京都中央区銀座 5-12-8

〒 103-8210

TEL03-3248-3021 FAX03-3248-2868

東京都中央区日本橋茅場町 1-14-10

COO.N すっきりスキップパンツ

TEL03-3660-7041 FAX03-3660-7044

ハイハイからあんよまで

http://www.nepia.co.jp

大王製紙

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

大王製紙では，下着のようにすっき
りした形状で好評の COO.N すっきり
スキップパンツ に新しいサイズ ハイ
ハイからあんよまで を加えた。Mサイ
ズやハイハイ時期から使用できるパン
ツタイプが欲しい、というユーザーの
声に応えた。
［特 長］

ユーカリエキス配合の赤ちゃん用おしりふき

(1)やわらかフィットシャーリング

ネピアミッフィーベビーウエット
王子ネピア

(2)やわらか全面通気性シート
「ムレ」を解消した生理用ナプキン

elis 新・素肌感

問合せ先
大王製紙

大王製紙では，25 〜 34 歳の働く女性
をターゲットに elis（エリス）新・素肌
感

(3)交換時期を知らせるおしらせマーク

を発売した。
働く女性特有の生活スタイルから起

同上

王子ネピアは，おむつかぶれの要因
となる酵素の活性化を抑える働きがあ
るユーカリエキス配合の赤ちゃん用お
しりふき
エット

ネピアミッフィーベビーウ

を新発売した。

［特 長］
(1)従来の約1.5倍の厚さ（同社比）と

こるムレや肌トラブルを防ぐため「は

150×200mmの使いやすい大きさ

りつき」
「べたつき」
「通気性の悪さ」
「こ

(2)カラフルでかわいいパッケージデ

すれ」の解消にこだわり，ナプキン装着

ザイン
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(3)ノンアルコール
問合せ先

い時スーパー）を新発売した。

同上

シルエットガード は，わずかな尿
もれに対応するアクティブなミセスの
ためのライナー。
［特 長］
(1)わずか２mmの超薄型で目立たな
い（スリム）
(2)新設計ヒップラインギャザーでお
「新・コンパクトテープ」

サラサラ感が長時間持続する生理用品

しりの形にやさしくフィット
（ナプキ

ウィスパーネオスリムシリーズ

ン）

問合せ先

(3)通気性シートでいつもサラサラ、
肌

ユニ・チャーム㈱

にやさしい

〒 108-8575 東京都港区高輪 3-25-23

スリム シリーズを改良新発売した｡新

(4)消臭ポリマー配合で気になるニオ

TEL03-3449-2858 FAX03-3449-0496

しいシリーズは 2 0 0 倍吸収パウダーを

イを防ぐ

http://www.unicharm.co.jp/

吸収シートに効率的に配置した｡

問合せ先

Ｐ＆Ｇ
P&G は，生理用品 ウィスパーネオ

［特 長］

ピジョン㈱

ティシュタイプの虫よけ剤

(1)200倍吸収パウダーを吸収シートの

〒 101-8567東京都千代田区神田富山町5-1

ペット用 サラテクトティッシュ

上側に配置し，
経血が出るとすばやく

TEL03-3252-4113 FAX03-3252-4147

吸い込み閉じ込める

http://www.pigeon.co.jp/

アース・バイオケミカル
アース・バイオケミカルは，蚊やノ

(2)つけたときの「サラサラ感」が長時

ミ，ダニの被害からペットを守るティ

間持続

シュタイプの虫よけ剤

(3)生理を快適に過ごせる製品と情報

ラテクトティッシュ を発売した。20×

の提供で女性の「ハッピーサイクル」

18cm と大判（15 枚入り）でペットの体

を応援

にむらなく塗れる。

ペット用

サ

［特 長］

問合せ先
〒 658-0032 神戸市東灘区向洋町中 1-17

(1)長時間（約10時間）蚊，ノミ，ダニを

TEL078-845-5050 FAX078-845-6940

寄せ付けない

http://jp.pg.com

はかせるオムツの足穴を下向きに改良

(2)携帯に便利なポケットサイズ

ムーニーマン

(3)無香料，無着色
ユニ・チャーム

ユニ・チャームは，はかせるオムツ
ムーニーマン （L サイズ，ビッグサイ

ニューアル行った。

〒101-0048東京都千代田区神田司町2-9

(1)下着のようなはかせやすさ を実現

シルエットガード

した「ストレートレッグ構造」

快適パッドゆるやかカーブ

(2)下着のようなはき心地の「立体ポ

ア用品 シルエットガード 2 アイテム
（スリム・ナプキン）， 快適パッドゆる

TEL03-3294-3841 FAX03-3294-6156
http://www.earth-bio.co.jp/

ケット吸収体」
(3)柔軟剤仕上げのようなやわらかさ
の「ドレープシャーリング」
(4)プーさんのニューデザインとカラ

やかカーブ 2 アイテム（ゆるやかカー

フルフリル

ブ安心レギュラー・ゆるやかカーブ多

(5)すっきりコンパクトに捨てられる
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問合せ先
アース・バイオケミカル㈱

女性のための尿もれケア用品

ピジョンは，女性のための尿もれケ

ス（うるおい成分）配合

ズ）を，足穴を下向きにするなどのリ

［特 長］

ピジョン

(4)被毛や肌にやさしいモモの葉エキ

45
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