
Vol. 14  No.  3 43

  製品開発製品開発製品開発
   ＮＥＷＳＮＥＷＳＮＥＷＳ

不織布製メガネ拭き洗顔

パーフェクトマジカル

ボディークロス /フェイスクロス

日本バイリーン

日本バイリーンは，いま話題の「メガ

ネ拭き洗顔」用に不織布によるクロス

“パーフェクトマジカルボディークロ

ス（全身用），同フェイスクロス（洗顔

用）を開発，新潟県内のエステティック

サロン業者を通じ，県内のコンビニ・

スーパー・ドラッグストアなどに向け

販売を開始した。

［特  長］

(1)開発した素材はいずれも日本バイ

リーン製の水流絡合不織布（ポリエス

テル/ナイロン）で，極細の分割繊維が

毛穴の汚れ，老廃物（皮脂･角質）を除

去する

(2)サイズはボディークロスが33×

33cm。フェイスクロスが20×20cm（泡

立てネット入り）

(3)希望小売価格はどちらも700円/枚

で，織物タイプの製品よりも約10～

20%求めやすい

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/

ニュー・ダブルドット加工の織物芯地

シャツ用芯地“LE-306”

ボンディング用芯地“VKB-30”

日本バイリーン

日本バイリーンは，0 4 年春夏用に

「ニュー・ダブルドット加工」による織

物芯地（バイノバブランド）の新製品・

シャツ用芯地“LE-306”と，同じくボン

ディング用芯地“VKB-30”の2タイプ

を本格販売した。

シャツ用芯地“LE-306”（写真）は，

シャツやシャツジャケットに必要な薄

さと弾力性があり，適度なハリ感を

もっているのが最大の特徴。

一方，ボンディング用芯地“VKB-30”

は，ニットや組織の粗い織物素材に接

着することでタテ方向のダレを止め，

ヨコ方向には適度に追従することが最

大の特徴。

問合せ先　同上

ＤＳ2合格使い捨て式防じんマスク

クラトミックマスクKS2シリーズ

 クラレ

クラレでは，国家検定規格の区分

DS2に合格した，研磨・溶接・成型加工・

粉剤散布・粉体混合作業など種々の粉

じんが発生する作業現場で優れた防じ

ん効果を発揮する，使い捨て式防じん

マスク“クラトミックマスクKS2シリー

ズ”を発売した。

スタンダードタイプ，活性炭を使用

して有機臭や悪臭を防ぐ防臭タイプ，

楽に呼吸のできるように高機能の排気

弁を採用したタイプの3タイプがある。

［特  長］

(1)優れた防じん効果（粒子捕集効率

95%以上）

(2)顔にぴったりフィットし息漏れを

防ぐ（ノーズブリッジ：アルミ，鼻当て

スポンジ：高密度ウレタンスポンジ，

ゴムひも：被覆ゴム）

(3)通気性が良好

(4)軽くて視界を妨げない

(5)使い捨てで衛生的

(6)活性炭で有機臭を防ぐ（活性炭入

り）

(7)排気弁で呼吸が楽（排気弁付き）

問合せ先

㈱クラレ

〒103-8254東京都中央区日本橋3-1-6

TEL 03-3277-3305 FAX03-3277-3384

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

果樹用透湿性マルチシート

白黒マルチ名人

東洋紡

東洋紡は，果実や野菜の根本に敷く

だけで雑草の発生を抑えるシートを開

発した。除草剤を使う手間が省けるほ

か，果実の甘味が増す効果や収穫時期

を早めることも期待できる。シートは

防水性と透湿性を兼ね備えたポリエス

テルスパンボンド製。

［特  長］

(1)抑草・防草効果

(2)害虫忌避効果

(3)果実の着色促進

(4)果実の糖度アップ
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(5)樹勢の低下を防ぐ

問合せ先

東洋紡績㈱

〒530-8230大阪市北区堂島浜2-2-8

TEL06-6348-3424  FAX06-6348-3206

http://www.toyobo.co.jp/

新掃除ブランド“イエ・ッサ”シリーズ

水もホコリもひと拭きシート など

大王製紙

大王製紙では，「簡単便利でしっかり

キレイ」をテーマにした，簡単掃除用品

シリーズ“イエ・ッサ”から新発想の掃

除用品5 商品“水もホコリもひと拭き

シート”“水アカ落とす泡立つ洗浄クロ

ス”“油汚れに効くタフなスポンジ”“除

菌できるおそうじクロス”“除菌できる

トイレクリーナー”を発売した。

“水もホコリもひと拭きシート”（写

真）は，ホコリはもちろん，水分までも

吸収可能な掃除シート。新開発の「トリ

プルドライシート」により，従来のフロ

アリングシートやハンドワイパーが対

応できなかった水分吸収を実現した。

“水アカ落とす泡立つ洗浄クロス”

は，洗剤いらずの上，面倒な道具の使い

分けや後片付けが不要な掃除クロス。

シートを水に濡らすと洗浄成分が泡立

つ仕組みのため，洗剤をつけずに掃除

ができる。

“油汚れに効くタフなスポンジ”は，

油汚れの気になる部分の掃除に適した

掃除用使い捨てスポンジ。キッチン周

りでもっとも気になるレンジ周りの油

汚れを同社新技術による「洗剤いらず」

ですっきりきれいに落とす。

“除菌できるおそうじクロス”は，菌

が気になる台所，食堂の床などに適し

た雑巾感覚で使用できる掃除クロス。

アルコール＋新除菌成分配合で，汚れ

落ちと除菌効果の高い使い捨て商品。

“除菌できるトイレクリーナー”は，

見えない汚れをスッキリ落とす，除菌

力抜群のトイレ用掃除シート。アル

コール＋新除菌剤配合で，強力即効の

除菌効果を発揮する。

問合せ先

大王製紙㈱

〒162-0042東京都新宿区早稲田町70-1

TEL 03-3205-6002 FAX03-3205-6026

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

キッチン・浴室用スポンジ

“ズビズバ”シリーズ

　旭化成ライフ＆リビング

旭化成ライフ＆リビングは，水だけ

で汚れが落とせるキッチン・浴室用ス

ポンジ“ズビズバ”4シリーズを発売し

た。同シリーズは，「清・鮮・健・美」の

“清”の分野における事業展開の一環で

あり，今後は“ズビズバ”をこの分野で

のマザーブランドとして，ラインアッ

プを充実していく。

［特  長］

(1)独自開発のアクリル繊維（商品の

ピンク面）により，水で流し洗いする

だけで汚れを落とせる

(2)水切れのよい脱膜スポンジを使用

している（キッチンスポンジ）

(3 )研磨材を使用していないため，

キッチン用はフッ素加工品，浴室用は

ポリ・ホーロー浴槽にも使用できる

(4)スポンジの中央を細くして，握り

やすく洗いやすい形状に加工

(5)スポンジに“目”と“口”のデザイン

をほどこし，キッチンや浴室に置い

て，かわいらしいデザイン

問合せ先

旭化成ライフ＆リビング㈱

〒東京都千代田区有楽町1-1-2

TEL03-3507-2939  FAX03-3507-2314

http://www.asahi-kasei.co.jp/

日本最大のワイドナプキン

ソフィ ワイドガード

ユニ・チャーム

ユニ・チャームは，超・幅広20cmで

安心の長さ42cm の日本最大のワイド

ナプキン“ソフィ ワイドガード”を新

発売した。夜用生理用ショーツ“ソフィ

ナイトフィット”をあわせて使うと，一

層強力にモレが防げる。

［特  長］

(1)超・幅広20cmの「ワイドガード」が

おしりをすっぽり包み込んで，下着汚

れを徹底ガード

(2)ウエストラインまで届く安心の長

さ42cmで羽つき

(3)内側に倒れず，しっかり立ち続ける

「超立体（シグマ）サイドギャザー」が，

横モレを徹底ガード

(4)おしりの谷間にフィットする「せき

止めでっぱり」が，後ろへの伝いモレ
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を防ぐ

(5)肌触りのよい，コットンタイプの表

面シート

問合せ先

ユニ・チャーム㈱

〒108-8575東京都港区高輪3-25-23

TEL03-3449-2858  FAX03-3449-0496

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

超立体マスク

かぜ・インフルエンザ用

ユニ・チャーム

ユニ・チャームは，今年1月に発売し

た花粉症用不織布マスク“ユニ・チャー

ム超立体マスク”のラインアップとし

て“ユニ・チャーム超立体マスク　か

ぜ・インフルエンザ用”を発売した。

顔にピッタリフィットしてスキマを

作らない超立体形状と湿度を逃がさな

い3層構造の高密度不織布フィルターの

働きでのどを潤し，気道が痛みにくい湿

度75%以上の環境を保つ。

［特  長］

(1)高い保湿効果でのどを潤す

(2)3層構造の高密度フィルターのバリ

ア性で飛沫感染を防ぐ

(3)口元に空間ができるので息が楽

(4)やわらか素材の耳かけで耳が痛く

ならない

問合せ先　同上

キッチンで使用する使い捨てシート

クックアップ キッチンクロス

 ユニチャーム

ユニ・チャームは，キッチンで使用す

る使い捨てシート“クックアップ”を，

キッチンペーパーとしてはもちろんふ

きんとしても使えて，濡らしても破れ

ず便利で経済的な“クックアップ キッ

チンクロス”として改良新発売した。

［特  長］

(1)しなやかさと強さを実現した「新3

層構造シート」で，拭きやすく破れに

くくなった。また，コップや皿拭きに

使用しても繊維残りがない

(2)料理途中でも片手で一枚づつ取り

出しやすい箱に改良。縦開き構造に

なったので，10cmの隙間にも置けて

収納スペースもとらない

(3)キッチンペーパー用途にもふきん

用途にも使用できることが，瞬時にわ

かる新しいパッケージデザイン

問合せ先　同上

ねこの排泄システムトイレ

1週間消臭・抗菌デオトイレ

ユニ・チャーム ペットケア

ユニ・チャーム ペットケアは，手入れ

が週1回ですみ，部屋も臭わない“1週間

消臭・抗菌デオトイレ”を発売した。

［特  長］

(1)尿を通過させ，専用の消臭シートで

吸収するシステム

(2)独自のダブル消臭システムで1週間

臭わない

(3)尿の固まりの取り除きがいらない

専用のサンドと，1週間分の尿を吸収

する専用シートを使っているので，毎

日の手入れは不要

(4)週に１度の取りかえは，引き出し式

トレイなのでサッと引き出してシー

トを捨てるだけで簡単にできる

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/

特に多い昼用ナプキン

ロリエスーパーガードパワフル昼用

花王

花王は，多い日の昼や長時間取り替

えられない時でも安心の，特に多い昼

用ナプキン“ロリエ  スーパーガードパ

ワフル昼用”を新発売した。

［特  長］

(1) 「高密度W吸収クッション」が，真

ん中だけでズシッとくるまで吸収

(2)面でフィットする「形状安定Tギャ

ザー」が日中の激しい動きにも形を崩

さず横モレを徹底ガード

(3)昼用ならではの「快適フィット設

計」で，動きを妨げず，アウターへのひ

びきも気にならない

(4)すばやく吸収して，サラサラの感触

が続く「やわらかメッシュ素材」採用

問合せ先

花王㈱

〒103-8210

東京都中央区日本橋茅場町1-14-10

TEL03-3660-7041  FAX03-3660-7044

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

電子レンジで温めるからだふきシート

リリーフ

あったか じんわり からだふき

花王

花王は，入浴できない人や介護での
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清拭に最適な，電子レンジで温める簡

単・便利なからだふきシート“リリーフ

あったか じんわり からだふき”を新発

売した。「あたため専用容器」に入れて

電子レンジで簡単に温めることがで

き，しかも蒸しタオルより気持ちいい

温かさが持続する。シートは3層構造で

温かさがじんわり長く続く。

［特  長］

(1)電子レンジを利用して加熱するの

で簡単/便利

(2)3層構造の厚手の「あったかじんわ

り」立体シート

(3)保湿成分（ハマメリスエキス）配合

で清拭後の肌をさっぱりさらさらに

仕上げる

問合せ先　同上

高性能タイプの尿とりパッド

アテント 長時間おまかせパッド

& おしりすっぽりパッド

P&G

P&Gでは，大人用紙おむつブランド

“アテント”から，高性能タイプの尿と

りパッドの新製品，昼・長時間用“長時

間おまかせパッド”，ならびに改良品，

夜・長時間用“おしりすっぽりパッド”

を発売した。

［特  長］

〈長時間おまかせパッド〉

(1)幅広の吸収体で，通常の尿取りパッ

ドに比べて約2枚分（尿4～2回分）の

たっぷり吸収力（同社比）

(2)じょうご状の構造を持つ同社独自

のキャッチ・アンド・サラサラシート

を採用。尿をすばやく通し吸収体に閉

じ込め，逆戻りを防ぐので長時間肌を

サラサラ快適に保つ

(3)約4cmの充分な高さを持ち，使用時

にすっきりと立ち上がるようにデザ

インされた「股モレ防止ギャザー」が，

股ぐりにぴったりフィット

(4)比較的動きの多い日中の重ね使い

がしやすい前後にズレ留めテープを

つけた

〈おしりすっぽりパッド〉

(1)尿をすばやく吸収し逆戻りを防ぐ

同社独自のキャッチ・アンド・サラサ

ラシートが前後にさらに長くなった

問合せ先

P&G㈱

〒658-0032神戸市東灘区向洋町中1-17

TEL078-845-5000  FAX078-845-6940

http://jp.pg.com/

環境に配慮した非塩ビ壁紙の新見本帳

2003-2006 環境対応1000

サンゲツ

サンゲツは，環境に配慮した非塩ビ

壁紙の新見本帳“2003-2006 環境対応

1000”を発行し，同時に商品を全国一斉

に発売した。オレフィン壁紙，ニューパ

ピウォール，珪藻土壁紙の3種で構成さ

れ，収録点数は171点。

なかでも現在人気の高い「マイナス

イオン」や，「ホルムアルデヒド消去」の

機能を持った壁紙は，同社では従来塩

ビのみだったが，このたび開発した商

品は初めて非塩ビ壁紙（オレフィン）と

して商品化した。

このほかにも，不燃認定，汚れ防止の

オレフィン壁紙，コットンの豊かな風

合いと適度な透湿性が特長の「ニュー

パピウォール」や調湿機能を有する「珪

藻土壁紙」など非塩ビ壁紙の集大成と

いえる内容。

問合せ先

㈱サンゲツ

〒451-8575名古屋市西区幅下1-4-1

TEL052-564-3111  FAX052-564-3191

http://www.sangetsu.co.jp/

紀州備長炭を配合した長持ちカイロ

スーパーオンパック備長炭パワー

エステー化学

エステー化学は，遠赤外線とマイナ

スイオンを発生する紀州備長炭を配合

し，身体の芯まで温まる長持ちタイプ

のカイロ“スーパーオンパックス備長

炭パワー”シリーズ計4アイテムを発売

した。

［特  長］

(1)紀州備長炭は速熱性，均熱性に優れ

る遠赤外線放射や新陳代謝を活発に

して疲労回復促進などに効果がある

マイナスイオンを発生

(2)“衣類に貼るカイロ”“貼らないカイ

ロ”の2タイプにそれぞれ“レギュラーサ

イズ”と“ミニサイズ”をラインナップ

(3)40℃以上に保温する持続時間が

アップ

問合せ先

エステー化学㈱

〒161-8540新宿区下落合1-4-10

TEL03-3367-2041  FAX03-3367-2042

http://www.st-c.co.jp/
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酵素フィルターで強力に除菌

ビーバー空気清浄機

三菱重工業

三菱重工業は，同社独自の酵素フィ

ルター“BIO HEPA（バイオへパ）”を搭

載したビーバー空気清浄機をモデル

チェンジした。今年，酵素フィルターの

技術研究で日本空気清浄協会から会長

奨励賞を受賞した。

［特  長］

(1)天然の溶菌酵素を，HEPAフィル

ターのガラス繊維に化学結合によっ

て固定化。フィルターが捕集したカ

ビ，細菌，ウイルスを，酵素が強力分解

する画期的な技術で，同社が世界で初

めて実用化

(2)たばこ臭，ペット臭などのにおい成

分を活性炭が捉え，酸化チタンの触媒

作用で分解

(3)業界トップクラスの4.5m3/minの強

力風量で，素早く清浄

(4)業界トップクラスの低運転音

問合せ先

三菱重工業㈱

〒108-8215東京都港区港南2-16-5

TEL03-6716-3111  FAX03-6716-5800

http://www.mhi.co.jp/

ガスレンジ用スポンジ

洗浄キューブガスレンジ用

小林製薬

小林製薬は，洗剤とスポンジが1つに

なり，水を付けるだけで掃除ができる

“洗浄キューブガスレンジ用”を発売し

た。オレンジオイルクレンザーが，ベタ

つく汚れを分解。研磨効果のある硬質

繊維が，こびりついた汚れをはがし落

とす。

［特  長］

(1)洗剤とスポンジが1つになっている

ので水を付けるだけで掃除が可能

(2)オレンジオイルクレンザーが，ベタ

つく汚れを分解してキレイにする

(3)研磨効果のある硬質繊維が，こびり

ついた汚れをはがし落とす

(4)手にフィットするキューブ型スポ

ンジで，直接汚れにふれずに掃除がで

きる。

(5)さわやかなオレンジの香り

問合せ先

小林製薬㈱

〒541-8507大阪市中央区道修町4-3-6

TEL 06-6222-0210 FAX06-6222-4261

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

天然繊維製の油吸着剤

ノヴァパッド

ユニパアクス

ユニパアクスは，天然繊維カポック

製の油吸着剤“ノヴァパッド”を開発し

た。カポックは，アジアおよび熱帯地域

に分布するキワタ科のインドワタノ属

の高木。

［特  長］

(1)油吸着後の処理が簡単，燃料として

再利用することも可能

(2)撥水性に優れており水に沈まない

(3)一度吸着した油を内部に抱えて漏

らさないので取り扱いやすい

(4)水中および浮遊油の吸着も可能

問合せ先

㈱ユニパアクス

〒103-0025

東京都中央区日本橋茅場町2-6-8

TEL03-3667-3951  FAX03-5695-1939

http://www.kt.rim.or.jp/̃kenaf/

不織布型クリーナー

クリーンギア　ウェットワイパー

液晶・CRT画面用

トンボ鉛筆

トンボ鉛筆は，旭化成の不織布を使

用した，パソコンなどの画面に拭きム

ラが残らないクリーナー“クリーンギ

アウエットワイパー液晶・CRT画面用”

と“詰め替えパック”を商品化した。新

配合の界面活性剤と特殊な不織布を組

み合せた。

［特  長］

( 1 )新素材のソフト・マイクロ繊維

“シャレリアソフト”採用

(2)新開発の画面専用高性能洗浄液

(3)詰め替え対応で経済的。容器再利用

で資源を節約

(4)さまざまな画面汚れに対応

問合せ先

㈱トンボ鉛筆

〒114-8583東京都北区豊島6-10-12

TEL03-3912-1181 FAX03-3912-1536

http://www.tombow.com/
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