スエード調人工皮革

クラリ−ノ

使用

マウスパッド
クラレリビング
クラレリビングでは，摩擦を少なく

製品開発
ＮＥＷＳ

して繊細なタッチを実現した人工皮革

白癬菌を用いた 優 SR のハローテスト
左：優 SR：オレフィン＝ 20：80
右：優 SR：レーヨン＝ 15：85

クラリーノ のマウスパッド用新素材
を開発し，その素材を使用したスエー
ド調マウスパッドをエレコムから発売

のほか大腸菌，
緑膿菌などに対する耐

した。ボールマウスだけでなく，光学式

菌性や一般的なカビ抵抗性がある

センサマウスにも対応しており，従来

(2)pHコントロール機能をもつ

使い捨てタイプの角質ケアクロス

品にない優れたタッチ，操作感を実現

(3)洗濯耐久性がある

プリリ 角質すっきりクロス

した。

(4)肌にやさしいセルロース素材

クラレ

［特 長］

(5)綿や合繊との混紡も可能

(1)スエード調の人工皮革 クラリー

問合せ先

ノ の表面に特殊シリコンを加工

ダイワボウレーヨン㈱

プ を不織布状にした，使い捨てタイプ

(2)摩擦係数が従来のスエード調に比

〒 541-0058

の角質ケアクロス

べ約30％軽減

大阪市中央区南久宝寺町 4-6-10

りクロス を商品化した。 ランプ は

(3)優しい肌触りと静かな操作感

TEL06-6253-2320 FAX06-6253-2328

ポリエステル 65% とナイロン 35% の複

(4)裏面には吸盤シートを採用しパッ

http://www.daiwaborayon.co.jp

合繊維で，単糸を 11 層に分割したマイ

ドのズレを防止

クロファイバー。

(5)吸盤のように張り付くのでノート

無漂白のキッチンタオル

パソコンに貼って持ち運べる

エリエール

(1)極細分割繊維による不織布の厚手

問合せ先

超吸収キッチンタオル〜無漂白〜

シートなので肌あたりが柔らか

クラレリビング㈱

(2)極細分割繊維のエッジで古い角質

〒 530-8611大阪市北区梅田 1 - 1 2 - 3 9

を取り，
ブレード形状で汚れの再付着

TEL 06-6348-9551 FAX06-6348-9960

クラレでは，ラッキーコーポレー
ションと共同で，極細分割繊維

ラン

プリリ 角質すっき

［特 長］

大王製紙
大王製紙は，無漂白のキッチンタオ
ル

エリエール 超吸収キッチンタオル

を防ぐ

〜無漂白〜 を発売した。従来の吸収力

(3)濡らして角質ケアに，洗顔料で泡

はそのままにより安全で安心な商品を

立て洗顔に，
その後ボディ部分ケアな

求める消費者ニーズに応えた。
［特 長］

ど幅広い活用ができる
(4)使い捨てタイプなので衛生的

(1)安全・安心志向に応える無漂白

問合せ先

(2)水分・油分をしっかりふきとる厚手

㈱クラレ

加工で機能性に優れる

〒103-8254東京都中央区日本橋3-1-6

(3)便利なボックスタイプも品揃え

TEL03-3277-3305 FAX 03-3277-3384

問合せ先

http://www.kuraray.co.jp

天然硫黄練り込みレーヨン

大王製紙㈱マーケティング部

優 SR

〒 162-0042 東京都新宿区早稲田町 70-1
ダイワボウレーヨン

ダイワボウレーヨンは，セルロース

TEL03-3205-6002 FAX03-3205-6026
http://www.daio-paper.co.jp

繊維であるレーヨンに，天然硫黄の微
粒子を練り込んだスキンケアタイプの
抗菌繊維

優 SR

を開発した。

［特 長］
(1)黄色ブドウ球菌，アクネ菌，白癬菌
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動物柄紙おむつにしっぽ

〒 112-8654

液）を吸収し，適度な湿潤状態を維持す

どうぶつしっぽ付き

東京都文京区音羽 1-20-11

ることで，傷の治りを促す透明なハイ

TEL03-3942-3024 FAX03-3942-6412

ドロゲル創傷被覆・保護材

http://www.plus.co.jp

ル

大王製紙
大王製紙では，動物プリントの紙お

25 周年記念品〜ど

うぶつしっぽ付き〜 を限定発売した。
［特 長］

を開発した。

［特 長］

むつ どうぶつシリーズ に「どうぶつ
しっぽ」が付いた

ビューゲ

シート状マスク

(1)創傷部を適度な湿潤環境に保ち治

クリアターン 美肌アイゾーンマ

癒を促進

スク EX など

(2)ハイドロゲルが神経終末の刺激を

コーセーコスメポート

(1) おしゃれですっきりしたデザイン

抑え痛みを和らげる

コーセーコスメポートは，デリケー

(3)乾いた創傷にも湿潤環境を与える

(3) 薄型仕様で動きやすく

トなまぶた全体に使える大判タイプの

(4)滲出液を吸収しても溶解したり皮

(4) 消臭機能を付加

アイゾーンマスク クリアターン 美肌

膚に残留することがない

問合せ先

アイゾーンマスク EX など，シート状

(5)粘着性がないので創傷面への固着

マスク 2 種 4 品を発売した。

はほとんどない

(2) 携帯に便利な製品2つ折り

同上

［特 長］

ウェットティッシュタイプのクリーナー

きれいな毎日。 シリーズ
プラス
プラスは， 液晶用クリーナー
（BOX/ 大判タイプ）と

パソコンまわ

(6)柔軟性に優れているので，
皮膚の動

(1)「乾燥・肌アレ・小じわ」
をもっとも

きによくフィット

実感しやすい目のまわりを集中的に

問合せ先

ケア

ニチバン㈱

(2)デリケートなまぶたも目の下も同

〒 112-8663 東京都文京区関口 2-3-3

時にパックができる大判サイズ

TEL03-5978-5601 FAX03-5978-5620

(3)水分保持力に優れ小じわ予防効果の

http://www.nichiban.co.jp

あるヒアルロン酸やコラーゲンを配合
(4)顔全体にうるおいを与えるヒアル
ロン酸配合の クリアターン 深層うる
おい エッセンスマスク も同時発売
問合せ先

り・テーブル用クリーナー （BOX/ 特

コーセーコスメポート㈱

厚・大判タイプ）の計 4 種類からなる，

〒 104-0032 東京都中央区八丁堀 1-9-9

ウェットティッシュタイプのホームク

TEL03-3551-5412 FAX03-3551-5427

ノンダストふとん

リーナー きれいな毎日。 シリーズを

http://www.kosecosmeport.co.jp

ピュアエール
NI 帝人商事

発売した。
［特 長］

NI 帝人商事は，インビスタ社との共

(1)多目的に使える

同企画として，寝具からの発塵を極度

(2)使いやすさを追求したBOXタイプ

に減少させた清潔寝具 ピュアエール

(3)インテリア雑貨感覚のデザイン

を開発，2004 年秋冬より発売する。
［特 長］

問合せ先

(1)側地に帝人が開発したフィルター

プラス㈱

性能の高いマイクロファイバー製超
緻密織物を使用
(2)中綿にはインビスタ社の洗える清
ハイドロゲル創傷被覆・保護材

潔な中綿を使用

ビューゲル

問合せ先
ニチバン

ニチバンは，傷口から出る液（滲出

34

NI 帝人商事 ㈱
〒 541-8540

NONWOVENS REVIEW

ポケットを世界で初めて内蔵した（特

持ちのいい使用感

許出願中）。

(4)制菌加工でクロス上の菌の増殖を

［特 長］

大阪市中央区南本町 1-6-7 帝人ビル
TEL 06-6266-8011 FAX06-6244-1217

半面型呼吸追随形ブロワーマスク

BL-50
興研
興研では，呼吸追随形ブロワーマス

抑制，いつも清潔

(1)滅菌準備作業時間が従来の4分の1

問合せ先

程度に効率化

東レ㈱

(2)各種鉗子類を開いた状態で滅菌で

〒 103-8666

きるので，
滅菌不良による感染の防止

東京都中央区日本橋室町 2-2-1

にも有効

TEL03-3245-5111 FAX03-3245-5555

問合せ先

http://www.toray.co.jp

花王㈱
〒 103-8210

携帯用ケースつきウェットティッシュ

東京都中央区日本橋茅場町 1-14-10

シルコットウェットティッシュ

TEL03-3660-7131 FAX03-3660-7044

プチパクト
ユニ・チャーム

http://www.kao.co.jp

ユニ・チャームは，業界ではじめての

ク BL-50 を開発，発売を開始した。装

携帯用のケースつきウェットティッ

着者の呼吸を感知し，息を吸う時だけ

シュ

ブロワーを作動させ，息を止めたり吐

シルコットウェットティッシュ

プチパクト を新発売した。指１本で開

いたりしている時にはブロワーの作動

ける設計で，手や指先が汚れている時

を停止させる，世界初の呼吸追随機構

でも簡単にウェットティッシュを取り

を備えた。

出せる。

［特 長］
(1)呼吸追随機能を半面マスクで実現，
小型・軽量化に成功
(2)自然な呼吸を実現
(3)安全性の向上

［特 長］
ボディケアクロス

(1)ウェットティッシュポケット型

トレシー なめらかボディタオル

(2)ポンと押すだけで簡単オープン

トレシー なめらかボディミトン

(3)手のひらサイズのデザイン

東レ

問合せ先

東レは，超極細繊維による均一な細

興研㈱
〒 102-8459 東京都千代田区四番町 7
TEL03-5276-1911 FAX03-3261-0589
http://www.koken-ltd.co.jp

(4)ふんわり厚手のやわらかシート
(5)ノンアルコール・無香料

かい泡で，毛穴に詰まった皮脂汚れを

(6)植物由来のアミノ酸系除菌成分で

除去するボディケア用の

トレシーな

安心除菌

めらかボディタオル と トレシーなめ

問合せ先

らかボディミトン

ユニ・チャーム㈱

を新発売した。

［特 長］

〒 108-8575

(1)潤いがそのまま滑らかに洗える

東京都港区高輪 3-25-23

(2)ミクロの泡が毛穴の奥まで入るの

TEL03-3447-5111 FAX03-3449-7600

でこすらなくても汚れが取れる

http://www.unicharm.co.jp

(3)エア＆クッション層でふんわり気

先端が鋭利な医療器具の滅菌バッグ

滅菌バッグ ポケットパウチ
花王
花王は，先端が鋭利な医療器具を滅
菌する際に用いる滅菌バッグ
菌バッグ ポケットパウチ

花王滅

を新発売し

た。医療器具の先端を保護するための
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