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カーペット洗浄用パッド　

ボンド トルネットパッド

日本バイリーン

日本バイリーンは，医療と介護のマ

ネジメントで実績のあるダスキンヘル

スケアと共同で，ダブルメッシュと保

水性に優れた不織布を組合わせた二層

構造（特許）によるカーペット洗浄用

パッド製品“トルネットパッド”開発。

接着剤，ワックスの製造販売を手がけ

るコニシの販売ルートを通じて清掃業

界向けに全国販売した。

［特  長］

(1)優れたカキ取り性を発揮する外側

に粗いメッシュと，内側の細かいメッ

シュのダブルメッシュ構造

(2)汚れと水分を確実に捉え逃さない

保水性に優れた三層の不織布

(3)一般で広く使用されている清掃用

ポリッシャーでそのまま使用可能

(4)洗剤使用量を最低限に抑えられ残

水分も少ない

(5)耐久性に優れる

問合せ先

日本バイリーン㈱

〒101-8614東京都千代田区外神田2-14-5

TEL03-3258-3334  FAX03-3258-3328

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

新たな使用場面をパッケージで提案

リード クッキングペーパー

ライオン

ライオンは,“リード クッキングペー

パー”のデザインをリフレッシュし，料

理をヘルシーに仕上げる新たな使用場

面をパッケージに提案した。

［特  長］

(1)天然パルプ原料から生まれた高品

質のペーパータオルなので安心して

使える

(2)厚手で丈夫な不織布で油も水も

たっぷり吸収するので，いろいろな料

理に幅広く使える

(3)「使用場面」「使い方」をわかりやす

くパッケージに表示

問合せ先

ライオン㈱

〒130-8644東京都墨田区本所1-3-7

TEL03-3621-6211  FAX03-3621-6529

http://www.lion.co.jp

ペット用使い捨てクリーナー

ペットケア

除菌オシッコ汚れふきシート

 ユニ・チャームペットケア�

ユニ・チャームグループのユニ・

チャーム　ペットケアは，ペットの室

内での排泄などによる汚れを簡単に拭

き取れ，さらに除菌・消臭ができるペッ

ト用使い捨てクリーナー“除菌オシッ

コ汚れふきシート”を新発売した。

［特  長］

(1)除菌成分配合でペットのトイレ周

りやケージを清潔除菌

(2)拭いた後をペットがなめても安心

な成分配合

(3)カテキン配合でしっかり消臭

(4)１枚で拭き取れる大判・厚手タイ

プ。しかも二度拭きしなくてもベタつ

かない

問合せ先

ユニ・チャームペットケア㈱

〒141-0031東京都品川区西五反田7-20-9

　TEL0120-810-539  FAX03-3779-3514

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

開けやすい容器にリニューアル ��

ペット用ウェットティッシュ

 ユニ・チャームペットケア

ユニ・チャームグループのユニ・

チャーム　ペットケアは，片手で簡単

に取り出せ，厚手で拭き取りやすいと

支持を得ている“ペット用ウェット

ティッシュ”を開けやすい容器にリ

ニューアルした。

［特  長］

(1)開けやすい「ワンタッチオープン」

ロック付きの容器

(2)拭き取りやすい手のひらサイズ，さ

らに厚手タイプなので丈夫

(3)愛犬が嫌がらないノンアルコール・

無香料

問合せ先   同上

超極細繊維の洗顔用クロス

トレシー洗顔クロス

東レ

東レでは，直径約2ミクロンの超極細

繊維と均一な細かい泡で，古い角質や

毛穴に詰まった皮脂汚れを除去する洗
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顔用クロス“トレシー洗顔クロス”を新

発売した。

［特  長］

(1)泡立てる時も，洗顔する時も，使い

やすい横長（大判）サイズ

(2)まつり縫いをしない滑らかな縁加

工で肌にやさしい

(3)使用後乾燥させやすい吊り下げ用

フック付き

問合せ先

東レ㈱

〒103-8666東京都中央区日本橋室町2-2-1

TEL03-3245-5111  FAX03-3245-5555

http://www.toray.co.jp/

あぶらとりクロス

AnyanyTM （エニィエニィ）

東レ

東レでは，2ミクロンの超極細繊維技

術を応用したあぶらとりクロス

“AnyanyTM（エニィエニィ）”を新発売し

た。

［特  長］

(1)クロスタイプなので，いつでもどこ

でも人目を気にせずに使える

(2)直径約2ミクロンの超極細繊維を使

用した東レ独自のクロスなので，吸脂

性，吸水性に優れ，ファンデーション

をくずさずに皮脂と汗を吸収する

(3) やわらかいシルクタッチの快適

な使用感

(4) 洗濯して繰り返し使えるので経

済的（洗濯50回後でも効果確認済）

(5) 21×21cm，カラーは3色：ピンク，

パープル，スカイブルー

問合せ先　同上

強酸性電解水を100%使用

スズケンピュア・シート

スズケン

スズケンでは，肌の弱い人も使える

「強酸性電解水」をたっぷり含ませた天

然コットンシート“スズケンピュア・

シート”を発売した。

［特  長］

(1)保存料・着色料，アルコールなどは

一切使用していない

(2)肌にやさしくやわらかな天然コッ

トンを使用

(3)べたつきがなくさっぱりとした使

い心地

(4)使いきりの個包装で清潔

(5)大判サイズ（150×160mm）

問合せ先

㈱スズケン

〒461-8701名古屋市東区東片端町8

TEL052-950-6326  FAX052-953-4891

http://www.suzuken.co.jp/

アレルゲンを不活化する空気清浄機

エアーリッチ

松下エコシステムズ

松下エコシステムズは，空気中のウ

イルスをフィルター上で不活化し，よ

り快適で安心な室内環境が実現できる

空気清浄機“エアーリッチ”3機種を発

売した。

［特  長］

(1)アレルゲンを99%不活化すること

を実現した世界初の“アレルバス

ター”をフィルターに搭載

(2)緑茶カテキンの添着量を同社従来

比の約6倍にすることで，ウイルスの

捕集・不活化性能を一層向上

(3)汚れの発生を予測して取りに行く

AI自動運転機能を業界で初めて搭載

問合せ先

松下エコシステムズ㈱

〒486-8522

愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017

TEL0568-81-1511  FAX0568-81-3155

http://web-mesc.com/

新しい緑化システム

eG-system（イージーシステム）

松下ファシリティマネジメント

松下ファシリティマネジメントは，

底面給水ユニットにより施工が簡単

で，メンテナンスを軽減した新しい緑

化システム“eG-system”（イージーシス

テム）を開発した。

［特  長］

(1)土を使わず施工が簡単で，ユニット

に苗をセットするだけで植栽が完成

(2)低潅木から草花まで幅広い植物が

利用でき，効果的な植栽が可能

(3)貯水タンクと給水マットで必要な

水分を供給し，また雨水を有効的に活

用可能

(4)メンテナンスが容易で，散水や除
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草，施肥の省力化が可能。また，季節ご

との植物の差し替えも容易

問合せ先

松下ファシリティマネジメント㈱

ソリューション事業開発部　

〒570-0083守口市京阪本通2-3-6

TEL06-6995-5284  FAX06-6996-2870

http://www.mfm.mid.co.jp

ガーデニング感覚で緑化が楽しめる

グリーンキューブミニ

大林組

大林組は，大林道路，サンケイ理化と

共同で，ガーデニング感覚でベランダ

や屋上の緑化を楽しめる“グリーン

キューブミニ”を開発し，大林道路を通

じて販売を開始した。

［特  長］

(1)手軽にガーデニング感覚でベラン

ダ緑化・屋上緑化が楽しめる

(2)潅水管理が容易

(3)個人向けのベランダ緑化・屋上緑化

に好適

(4)設置が容易

問合せ先

㈱大林組

〒108-8502東京都港区港南2-15-2

TEL03-5769-1014 FAX

http://www.obayashi.co.jp

トライアングル型コーヒーバッグ　

トライアングルマジック

トーホー

トーホーは，コーヒーがゆったりお

湯に浸る新形トライアングル型バッグ

を採用したコーヒーバッグ“トライア

ングルマジック”を新発売した。

［特  長］

(1)独自のトライアングルマジック方

式で，抽出効果が飛躍的にアップ

(2)抽出効果は従来型バッグの2倍（同

社比）

(3)ブラックを基調とした都会的な

パッケージデザイン

(4)こだわりの厳選素材を使用

問合せ先

㈱トーホー   コーヒー部

〒554-0012大阪市此花区西九条1-12-15

TEL06-6465-0104  FAX06-6465-0208

http://www.to-ho.co.jp/

通気性がアップしたパンティライナー

ソフィ パンティライナー

　天然air（エア）コットン

　天然カテキン消臭

ユニ・チャーム

ユニ・チャームは，通気性をさらに

アップさせ，サラッとした使用感の“ソ

フィ パンティライナー天然air（エア）

コットン”“ソフィ パンティライナー

天然カテキン消臭”を改良新発した。

［特  長］

(1)通気機能がさらにアップ

(2)表面への水分残存率は他社品の約

半分

(3)毎日使用しても安心の特大パック

を追加

(4)天然の消臭成分であるカテキンを

表面シートに配合。消臭効果でより快

適に過ごすせる（天然カテキン消臭）

問合せ先

ユニ・チャーム㈱

〒108-8575東京都港区高縄3-25-23

TEL03-3449-2858  FAX03-3449-7600

http://www.unicharm.co.jp

アルコールウェットティシュ

エリエール除菌できるアルコール

タオル コンパクトボックス

大王製紙

大王製紙では「アルコール50%配合

ですぐれた除菌効果を発揮する」と好

評の“エリエール除菌できるアルコー

ルタオル”から，新ラインアップとして

“コンパクトボックス”を新発売した。

［特  長］

(1)すぐれた除菌効果を持つアルコー

ルを50%の高濃度で配合。大腸菌，黄

色ブドウ球菌などのばい菌を，拭くだ

けで簡単に除去する

(2)引き出しに収まるコンパクトサイ

ズだから，気づいた時にサッと取り出

しいつでも清潔。オフィスや仕事場の

机まわりでの使用に最適

(3)アルコールによって奪われた手の

皮脂を補う保湿成分として，アロエエ

キスを配合。手・指の清拭に頻繁に使

用しても手荒れを起こしにくくして

いる

問合せ先

大王製紙㈱

〒162-0042東京都新宿区早稲田町70-1

TEL03-3205-6001  FAX03-3205-8804

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

32


