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離床を促進するパッド

ライフリー 座っても安心尿とり

パッド

ユニ・チャーム

ユニ・チャームは，長時間体を起こし

ていても尿漏れを防ぐことができる紙

おむつ“ライフリー 座っても安心尿と

りパッド”を新発売した。施設病院向け

介護用紙おむつ“ライフリー 座位安心

パッド”を，新たに一般消費者向けにも

販売を開始した。

［特  長］

(1)体圧がかかった状態でも，繰り返

し吸収ゾーンから尿を瞬間的に下部

に引き込み前後に広げるので，2度目，

3度目の排尿でも確実に吸収して漏ら

さない

(2)前も後ろも包み込む幅広タイプ

で，どんな姿勢でも尿とりパッドがズ

レない

(3)尿3～4回分（550cc）を吸収するの

で，日中のパッドの3回交換に適する

(4)男女兼用

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/

軟便を広げないベビー用紙おむつ

ムーニーおしりピュア

ユニ・チャーム

ユニ・チャームは，ベビー用紙おむつ

“ムーニー新生児用”“ムーニーS サイ

ズ”に軟便を広げない「うんちポケッ

ト」を新採用した“ムーニーおしりピュ

ア”を発売した。

［特  長］

(1)軟便をせき止める「うんちポケッ

ト」採用

(2)赤ちゃんの体にフィットする「2つ

折り」で余計な隙間からのモレを防止

( 3 ) 何度でもつけはずしができる

「しっかりラクラクテープ」で赤ちゃ

んの肌にくっつかない

(4)ぬれたら浮き出るプーさんの「お

知らせサイン」でおむつ交換時期が一

目でわかる

問合せ先　同上

強化パルプ使用のパウダーシート

ビオレ さらさらパウダーシート

UVカット&ラ・フランスの香り

花王

花王は，汗のベタつきや臭いをもと

から取り除き，さらさらの素肌を保つ

“ビオレ さらさらパウダーシート”か

ら，汗をふきとると同時に紫外線も

カットできる“UVカット”と，みずみ

ずしい香りが楽しめる“ラ・フランスの

香り”2アイテムを新発売した。強化パ

ルプシートが汗をすっきりふきとる。

［特  長］

〈UVカット〉

(1)強化パルプシートが汗をふきとる

と同時にUV防御膜を形成。ふきとっ

たあとの素肌を日常紫外線から守り，

日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ

(2)外出時に手軽に持ち歩け，汗で日焼

け止めが流れ落ちた肌への塗り直し

も簡単

(3)肌に白く残らない

(4)白残りせず，汗に流れにくい「新持

続性さらさらパウダー」が素肌にゆき

わたり，さらさらな素肌を保つ

〈ラ・フランスの香り〉

(1)きれいになった素肌に，ラ・フラン

ス（洋梨）の香りが広がる

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/

女性の軽い尿モレ用パッドなど

フリーデイ デオドラントライナー

＆ ふわっとフィットショーツ

花王

花王は，女性の軽い尿モレの悩みに

応える“フリーデイ デオドラントライ

ナー”と，ライナーやパッドと一緒に使

う不織布でできた洗える使い捨て

ショーツ“フリーデイ ふわっとフィッ

トショーツ”を新発売した。いずれも手

に取りやすいパッケージデザインで，
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生理用品売場を中心に展開する。

［特  長］

〈デオドラントライナー〉

(1)スピード吸収でサラサラ快適な使

い心地。通気性シートでムレない

(2)活性炭シートや緑茶エキス配合で

気になるニオイも瞬間消臭

(3)微量，少量，中量，多い時用の4タイ

プを用意

(4)ショーツとしっかりフィットして

ズレない。抜群の通気性

〈ふわっとフィットショーツ〉

(1)ライナーやパッドと使うズレない

モレない不職布ショーツ

(2)やわらかストレッチ素材でふわっ

とフィットする新感覚の履き心地

(3)ライナーやパットからのモレを吸

収するクロス付き

(4)5回程度洗濯できるので経済的

細かなハウスダストまでも除去

アレルクリン清潔シート　

フローリング用

花王

花王は，掃除機がけでは排気で舞い

散って取りきれなかったフローリング

のダニのフンや死がいなどの細かなハ

ウスダストもすっきり除去する“アレ

ルクリン 清潔シート フローリング用”

を新発売した。床掃除用ワイパー“ク

イックルワイパー”に付けて使用する。

［特  長］

(1 )除去掃除機がけでは排気で舞い

散って取りきれなかった数ミクロン

のダニのフン・死がいまで吸着性セル

ロースが包み込んですっきり除去

(2)ダニが好む皮脂や汗の臭いを消臭

する

問合せ先　同上

｠

ウェットタイプの高機能フィルター

花粉破壊　ウェットフィルター

 ライオン

ライオンは，花粉を逃さず破壊し，吸

着・不活性化するウェットタイプの高

機能フィルター“花粉破壊　ウェット

フィルター”と，専用薄型立体マスクの

セット“花粉破壊　マスク＆ウェット

フィルター”を発売した。

［特  長］

(1)ウェットフィルターは，マスクに付

けるだけで花粉をのがさず破壊し，吸

着・不活性化する

(2)｠適度な湿り気がのどに潤いを与え

乾燥を防ぐ。爽やかなメントールの香

りで鼻はスッキリ爽快

(3)薄型立体の専用マスクは，不織布に

ネットをはさんだ新開発の3層構造

で，薄型立体フィットを実現。立体性

保持力が高く，使用時に口元に空間が

保てる

(4)マスクやフィルターの圧着がなく，

口元が息苦しくないため長時間着用

しても快適

問合せ先

ライオン㈱

〒130-8644東京都墨田区本所1-3-7

TEL03-3621-6661  FAX03-3621-6529

http://www.lion.co.jp

「やわらかスパンレース」を採用

バン パウダーシート

ライオン

ライオンは，マイクロファイバーを

使用した不織布「やわらかスパンレー

ス」の採用により，肌にやさしい拭き心

地を実現した“バンパウダーシート”を

発売した。

［特  長］

(1)肌あたりがやさしく，汗のベタつき

をしっかりふき取る

(2)「超ドライパウダー」配合で，さらっ

とした素肌感が長続き。臭いもすっき

りふきとる

(3)「せっけんの香り」「フレッシュピー

チの香り」の2種類の香りを品揃え

問合せ先　同上

感染症対策の防護服キット3タイプ

ZK-300など

日本光電

日本光電は，SARSなどの感染症ある

いは感染症が疑われる患者の来院に備

え，医療従事者の感染リスクを低減させ

るためのディスポキットを発売した。

診療所での感染対策に使用する感染

対策キット“ZK-300”（オールインワン

タイプ），同簡易タイプ“ZK-400”，感染

症患者搬送用防護服キット“ZK-100”の

3タイプがある。

“ZK-300”には，医療従事者が使用す

る，SMSアイソレーションガウン（1着），

N95マスク （1枚），靴カバー（1双），フェ

イスシールド（1個），帽子（1枚）滅菌済

みゴム手袋（手術用 サイズ7）（2双），感

染性廃棄物処理袋（1枚），取扱説明書 （1

部）と，患者が使用するサージカルマスク
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（1枚） が入っている。

問合せ先

日本光電工業㈱

〒161-8560東京都新宿区西落合1-31-4

TEL03-5996-8000  FAX03-5996-8085

http://www.nihonkohden.co.jp

マスクタイプの空気環境衛生商品

Block It （ブロック･イット）

 エフティ資生堂

エフティ資生堂は，マスクタイプの

空気環境衛生商品“Block It （ブロック･

イット）”の発売を開始した。「花粉」は

極細帯電繊維を用いたエレクトリック

フィルターで防御。「有害微生物」は「Ag

コロイド」が細菌の細胞膜を破壊し無

害化。そして，「有害化学物質」は新規

開発の「ホルムフリー技術」を使い化学

反応により除去する。

［特  長］

(1)花粉をカットするエレクトリック

フィルター（超極細帯電繊維2μｍ）使

用。シートの内部および外部に強い電

界を作り花粉などの吸着作用を高める

(2)洗濯しても型崩れしにくく，乾きや

すい布を使用。洗濯15回後も花粉除去

効果を確認

(3)風邪などの原因物質となる有害微

生物，細菌をカット。

(4)ホルムアルデヒドなどの有害化学

物質をカット

問合せ先

㈱エフティ資生堂

〒105-8310東京都港区東新橋1-6-2

TEL03-6218-7555　FAX03-6218-7770

http://www.ft-shiseido.co.jp

自動車内使用専用のウエットティシュ

おき場所すっきりウエットティ

シュ

ピジョン

ピジョンは，新開発の"フラットボト

ル" の採用により自動車内にコンパク

トに設置でき，取出しが簡単で中身が

乾燥しにくい専用のウエットティシュ

“おき場所すっきりウエットティシュ”

を新発売した。グレーとレッドの2色が

あり詰め替え用も揃えた。

［特  長］

(1)縦型に設置する厚さ6cmのこれま

でにない形状の"フラットボトル"で

車中で場所をとらない

(2)車のドアポケットに差し込んで設

置する「クリップ式」と，フックの根元

を持ち上げてヘッドレストに吊り下

げて設置する「フック式」の2通りの使

い方ができる

(3)密閉性を高めるとともに，取出し

口を小さくすることにより，ウエット

感を持続させるよう工夫

(4)やわらかな不織布を使用。しかも

無着色，無香料，ノンアルコール

問合せ先

ピジョン㈱

〒101-8567東京都千代田区神田富山町5-1

　TEL03-3252-4113  FAX03-3252-4147

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

細菌・ウィルス対策マスク

ビーバーマスク

三菱重工業

三菱重工業は自社の空調機器に搭載

している酵素フィルターの技術を応用

した“細菌・ウイルス対策マスク（ビー

バーマスク）”を発売した。外気側の撥

水ポリプロピレン（青色）と，口元側の

吸水性ポリプロピレン（白色）の間に酵

素繊維をはさんだ3層構造からなる。

［特  長］

(1)酵素フィルターはエアコンや家庭

用空気清浄機に搭載し商品化されて

いるほか，クリーンルームや無菌室，

手術室などでも採用

(2)酵素繊維がウイルスを捕集，人体の

細胞への侵入に必要なウイルスのタ

ンパク皮膜（エンベロープ）を溶解し

て不活化 する

(3)マスク内の細菌やウイルスの増殖

や空気中への再飛散を抑制

(4)天然酵素を使用しているため人体

への影響がない

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/

本欄への掲載ご希望の不織布関連の新
製品がございましたら，その特長や製造・
発売元などを記した資料やカタログに写
真を添えて，当社編集部「NONWOVENS
REVIEW製品開発NEWS」係までお送り下
さい。編集部で検討のうえ誌面で紹介させ
て頂きます。掲載は無償です。なおご送付
頂いた資料などは通常ご返却致しません
んので予めご承知おき下さい。   （編集部）
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