1日分の尿を吸収できる犬用ペットシート

花王㈱

1日1枚消臭抗菌スーパーデオシート

〒 103-8210

ユニ・チャーム ペットケア

製品開発
ＮＥＷＳ

ユニ・チャーム ペットケアは，1 枚
で小型犬〜中型犬の 1 日分の尿量を吸

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/

収できる，漏れずに臭わない犬用ペッ
トシート ユニ・チャーム ペットケア
1 日 1 枚消臭抗菌スーパーデオシート
を発売した。ペットシートの臭いと取
り換えの手間を解決した。
［特 長］

業務用フローリングワイパー

マイクロクララ

(1)取替えなしで1日中臭わない
クラレ

クラレでは，ショッピングセンター，

(2)小型〜中型犬の1日分の尿量を漏
らさず吸収

放任型緑化システム

スーパーマーケットなどの床面の衛生

(3)尿跡が目立たず清潔

サーモグリーン

的清掃業務が簡単にできる業務用フ

問合せ先

ローリングワイパー マイクロクララ

ユニ・チャーム ペットケア㈱

を開発した。ポリプロピレン繊維とポ

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-20-9

同で，自然の雨だけで植物（セダム）を

リエステル繊維を素材とした複合不織

TEL0120-810-539 FAX03-3779-3514

育てることができ，維持管理費用を大

布で，2つの繊維が複雑に絡み合った特

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

幅に削減できる，放任型緑化システム

浅沼組など
浅沼組は興人，グリーンプラザと共

サーモグリーン を開発した。給排水

殊な構造からなる。
［特 長］

性樹脂「サーモゲル」を混合した再生ウ

(1)極細繊維が埃や毛髪などの汚れを

レタンマット「サーモマット」を植栽基

取り，
六角形のエンボス加工により汚

盤に使用した。
［特 長］

れの拭き残しを防ぐ
(2)不織布シートは両面使用すること

(1)低温では水を吸収保持し，
気温が上

ができるので経済的

昇して特定の温度を超えると保持し

(3)埃を立てずに清掃でき衛生的

ていた水を排出する

問合せ先

(2)保水効果が高く，
植物をメキシコマ

㈱クラレ

男性用あぶらとりシート

ンネングサなどのセダム類とした場

〒103-8254東京都中央区日本橋3-1-6

メンズビオレあぶらとり！シート

合には潅水設備を必要としない

花王

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

花王は，ひとふきでサラサラ感が継

(3)低木や芝の植栽に比べ維持管理費
用が大幅に削減できる

続する，新タイプ（ウェット＆パウ

問合せ先

ダー）の男性用あぶらとりシート メン

㈱浅沼組

ズビオレ あぶらとり！シート を新発

〒543-8688大阪市天王寺区東高津町12-6

売した。

TEL 06-6768-5222 FAX06-6763-6336

［特 長］

http://www.asanuma.co.jp/

(1)ウェットタイプだからベタつきを
スッキリ取る
(2)シートに含ませた多孔質吸収パウ
ダーが，毛穴からの皮脂を吸い続け，
さっぱりとした状態が長時間続く
問合せ先
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飛沫ウイルス対策マスク

フェンの働きで，ペットのフトンの下

バリエール不織布マスク

にシートを敷くだけで，フトンに棲息

用瀬電機

するノミや塵性ダニを駆除するととも

用瀬電機は，天然物質から生まれた

に繁殖を抑制する。
［特 長］

速効抗ウイルス素材「BR-p3」採用によ
る対・飛沫ウイルス用 バリエール不織

(1)効果は約6ヵ月間続くので取替えの

布マスク を発売した。呼吸器病を引き

手間が軽減
問合せ先

(2)1パッケージに400×600mmサイズ

ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

のシートが2枚入

〒 135-0016 東京都江東区東陽 6-3-2

(3)駆除シートは有効成分を含浸させ

(1)信頼性にすぐれたダブル・ブロック

TEL 03-5632-7155 FAX03-5632-7869

たクラフト紙なので，
フトンサイズに

構造

http://www.jnj.co.jp

合わせて簡単に切ることができる

起こす各種ウイルスの感染力を短時間
（10 分以内）で消失させる。
［特 長］

問合せ先

(2)マスク上部のフィットコントロー
ル・ワイヤーでしっかりと密閉できる

やさしいキズケアを実現

ジョンソントレーディング㈱

(3)マスク下部が顎をすっぽり包み込

キズにつきにくい滅菌パッドなど

〒231-8691

ジョンソン・エンド・ジョンソン

み外気や飛沫との接触を遮断

ジョンソン・エンド・ジョンソンのコ

(4)天然の原料素材であるため人体に
安全無害

ンシューマーカンパニーは， バンドエ

問合せ先

イド

用瀬電機㈱

品として， キズにつきにくい滅菌パッ

〒689-1201鳥取県八頭郡用瀬町用瀬7-2

ド

TEL0858-87-2711 FAX0858-87-3233
http://www.mochigase.co.jp/

神奈川県横浜市中区山下町22
TEL045-640-2313 FAX 045-640-2311
http://www.johnson.co.jp/

ブランドのファーストエイド製

など 5 種類 8 製品を新発売した。
キズにつきにくい滅菌パッド

は，

キズにつきにくい特殊ネットにより，
取替え時の痛みや出血が少なく，傷口
をやさしく保護する傷あてパッド。
しっかり布テープ は，丈夫な布テー
プを採用。はがれにくい粘着力で，しっ

カットタイプのテーピングテープ

かりと固定する。アレルギーの心配が少

バトルウィン生活テーピング
ニチバン

ない非天然ゴム系粘着剤を使用。
治癒力を高める

バンドエイド

問合せ先

同上

キズパワーパッド

ニチバンは，肩こりやひざ痛，腰痛な
ど，日常生活で発生する体のトラブル

ジョンソン・エンド・ジョンソン

をはるだけで楽にするテーピングテー

ジョンソン・エンド・ジョンソンのコ

プ バトルウィン生活テーピング 6 種

ンシューマーカンパニーは，貼るだけ

類を新発売した。
［特 長］

で自然治癒力を高める救急医療用具
バンドエイドキズパワーパッド を発
売した。
［特 長］
(1)3倍早くキズを治す
(2)キズの痛みをやわらげる

(1)もっとも効果的な形状にあらかじ
ダニ・ノミの増殖抑制と駆除

めカット，はさみで切る手間なし

JOYPET ダニ・ノミ取りシート

(2)剥離紙にイラストと番号で使用手

ジョンソントレーディング

順を解説してあるから誰でも簡単に

ペット用品・犬猫忌避剤などを扱う

はれる

(3)最大5日間まで貼ったままでOK

ジョンソントレーディングは，ダニ・ノ

(3)6種類の豊富なラインナップで肩こ

(4)しなやかな貼り心地，
しかも肌色半

ミ駆除剤 JOYPET ダニ・ノミ取りシー

りから足の疲れまで幅広く対応

透明で目立ちにくい

ト （医薬部外品）を新発売した。有効

(4)適度な伸縮性と粘着性で関節部に

(5)やけどにも使える

成分のフェノトリンとピリポロキシ

もしっかりフィット
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(5)通気性，
透湿性に優れ肌がかぶれに

銀系抗菌剤を混抄した抗菌不織布

(1)空気をカーペット全面からゆっく

くい

大銀浄（だいぎんじょう）

りと吹き出す

リンテック

(6)肌に近いベージュ色だから目立た

(2埃の飛散が非常に少ない

ずはれる

リンテックは，重症急性呼吸器症候

問合せ先

群（SARS）やインフルエンザなどのウ

問合せ先

ニチバン㈱

イルスに対する抗菌作用も確認されて

鹿島建設㈱

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

いる，シナネンゼオミック製の銀系抗

〒107-8502 東京都港区赤坂6-5-30

TEL03-5978-5601 FAX03-5978-5620

菌剤 ゼオミック を不織布に混抄した

TEL03-6229-7358

http://www.nichiban.co.jp/

抗菌不織布を開発， 大銀浄（だいぎん

http://www.kajima.co.jp/

(3)空調効率が良く省エネルギー

FAX03-5561-2381

じょう） ブランドで販売を開始した。
［特 長］
(1)ゼオライトに担持させた銀イオン
の抗菌力により，
素材自体が細菌の培
地になりにくいという特性を付与

水滴ふき取りとワックスがけを同時に

(2)抗菌効果の持続性，耐熱性に加え

ワックスがかかる吸水クロス
ソフト 99 コーポレーション

高い安全性も実証されている ゼオ

ソフト 99 コーポレーションは，洗車

防水タイプの指先用救急絆創膏

ミック を採用し，
医療･衛生関連製品

ケアリーヴ防水タイプ指先用

を含め，幅広い用途展開が可能

後の水滴のふき取りと同時にワックス

(3)通常の不織布構造を持ち，通気性，

がけができるクロス カーキッズ ワッ

柔軟性，各種加工適性に優れる

クスがかかる吸水クロス を発売した。

ニチバン
ニチバンは，粘着面同士を貼り合わ

［特 長］

せて指先を包み込む業界初の「A 型」形

問合せ先

状と，肌にフィットするやわらか防水

リンテック㈱ヘルスケア事業部門

(1)特殊製法により不織布繊維にワッ

素材で，水仕事や入浴時にもしっかり

〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-9-12

クス繊維をコーティング

防水して傷口を保護する救急絆創膏

TEL03-5295-7756 FAX03-5295-7725

(2)固形ワックスとほぼ同等の耐久性

http://www.lintec.co.jp

を発揮

ケアリーヴ防水タイプ指先用 を新発
売した。

(3)600×350mmの大判クロス

［特 長］

問合せ先

(1)指先にしっかりフィット

㈱ソフト99コーポレーション

(2)水の浸入を防止

〒540-0012 大阪市中央区谷町2-6-5

(3)貼っていることを忘れるほどのや

TEL06-6942-2851 FAX06-6944-1307

わらかな素材＝素肌タッチ

http://www.soft99.co.jp/

(4)水は通さず蒸気は通す，
肌が白くふ
やけにくい防水素材
(5)脱塩ビ素材で環境にやさしい

床全面吹き出しに最適な床構成部材

(6)水に強い粘着剤，
傷口につきにくい

通気性カーペット
鹿島

優しいパッド
問合せ先

同上

鹿島は「置換方式床全面吹き出し空
調システム」に最適な床構成部材 通気
性カーペットと有孔OAフロアー を開
発した。カーペット素材は地球環境に

エンジンルーム専用掃除シート

配慮したポリエステル系裏打材を採用

フクピカ

することで重量を半減，施工性も大幅

エンジンルーム専用拭くだけシート

に向上した。
［特 長］
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ソフト 99 コーポレーション
ソフト 99 コーポレーションでは，拭
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くだけカーケアシート

フクピ カシ

リーズ のニューラインナップとして，

多機能マスク

で求められる不燃認定壁紙と合わせ

ヘルシーピュアマスク

て，幅広いニーズに対応する。

いすず産業

熱と埃による汚れが激しいエンジン
ルーム用に

フクピカ エンジンルーム

いすず産業は，一枚のマスクの中に

問合せ先
㈱サンゲツ

天然の抗菌成分が凝縮された多機能マ

〒 451-8575 名古屋市西区幅下 1-4-1

スク ヘルシーピュアマスク を発売し

TEL052-564-3111 FAX052-564-3191

( 1 ) 繊維が抜け落ちない専用不織布

た。酵素・クマザサ・カテキン・竹炭・

http://www.sangetsu.co.jp

シートを開発

トルマリンを組み合わせた。

ペット対応内装材

専用拭くだけシート

を発売した。

［特 長］

(2)汚れをしっかり掻き取り再付着を

犬家猫館（イヌヤ ネコタチ）

［特 長］

東リ

防止

(1)クマザサ染織・不織布のプリント技

(3)使いやすい300×200mmサイズ

術（特許出願中）

問合せ先

(2)「からだ」のことを考えた安心素材

館（イヌヤ ネコタチ） を新発売した。

(3)呼吸が楽な立体タイプ

床，壁，カーテンの推奨商品から手入れ

(4)本体は何度も洗えるので経済的

方法，商品選びのアドバイスなど，住ま

(5)口あて不織布（5枚入り）は「竹炭」

いにまつわるペットのさまざまな悩み

同上

東リでは，ペット対応内装材 犬家猫

「トルマリン」
「カテキン」の複合体

を解消する。専門のサイト「犬家猫館．

問合せ先

COM
（イヌヤネコタチドットコム）URL

いすず産業㈱

: http://www.inuyanekotachi.com」も開設

〒600-8268 京都市下京区下魚棚通西

した。
［特 長］

洞院西入東町261
不織布製の格安ドレス

TEL075-343-2500 FAX075-343-2515

(1)クリネスシートは，
傷つきにくくす

紙のドレス

http://www.isuzusangyo.net

べりにくい。手入れも簡単

ジェイ・クレイン

(2)パネルカーペットは，汚れた部分

ジェイ・クレインでは，不織布を利用

だけ取り外して洗える。
ペットも滑り

した 紙のドレス を発売した。軽く，

にくい

発色に優れる。生産性が良いことから

(3)壁装材は，
傷にも強く気になる汚れ

格安でドレスを提供できる。

もきれいにとれる

［特 長］

(4)消臭カーテンは，
生活臭やペット臭

(1)標準的なドレスの10分の1の価格

に優れた消臭効果を発揮

(2)自分だけのマイドレスが可能

(5)遮音カーテンは，
裏面にアクリル樹

(3)デザイン・サイズの相談も可

壁紙見本帳

脂をコーティングし高い遮音効果

問合せ先

2004-2006 リザーブ 1000

問合せ先

サンゲツ

ジェイ・クレイン
〒 599-8236 大阪府堺市深井沢町 3277
TEL072-270-8880

FAX 072-270-0313

http://www12.plala.or.jp/J-crane/

サンゲツは，ペット共生住宅や賃貸
住宅で需要の大きい壁紙
久性クロス

スーパー耐

をはじめとした機能性壁

東リ㈱
〒 664-0883 兵庫県伊丹市東有岡 5-125
TEL06-6494-6605 FAX06-6494-6844
http://www.toli.co.jp

紙，環境対応壁紙ほかを収録した
「2004-2006 リザーブ 1000」見本帳を発
行し収録商品を発売した。
消臭抗菌やマイナスイオン発生，ホ
ルムアルデヒド消去などの室内環境改
善機能を持つ壁紙をはじめオレフィン
や珪藻土，紙など非塩ビ壁紙も多く収
録しており，オフィスや商業施設など
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