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05年春夏用芯地4タイプ

“バイノバ”と“バイリーン”

日本バイリーン

日本バイリーンは，05年春夏用にポ

リエステル加工糸芯地“バイノバ”3タ

イプと，不織布芯地“バイリーン”1タ

イプの計4タイプの新製品を開発，アパ

レルメーカーに向け販売する。

開発したのは，ポリエステル加工糸

“極薄素材用完全接着芯地NT-160”，同

“難接着素材用撥水芯地NP-217”，同“ヨ

コ張り芯地KR-395”。不織布“紡毛・獣

毛・獣毛混素材用クチュール芯地CU -

806”の 4タイプ。

このうち“CU-806”は，PAニューダ

ブルドット加工で，ハイグラルエクス

パンションなどの動きにも追従し，薄

くやわらかな仕上がりと同時に型崩れ

を防止する。中肉から厚手の紡毛・獣毛

混素材などのジャケット・コートにも

十分な接着力が得られる。

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

透明フィルムの窓付き不織布製マスク

フェイスマスク

クラレリビング

クラレリビングでは，店頭での試着

時に化粧品や整髪料の付着を防ぐ不織

布製かぶり帽に透明フィルムの目出し

を付けた“フェイスマスク”を発売し

た。透明フィルムを採用するのは業界

初（特許出願済み）。

頭からかぶる衣服を試着する場合，

今まで全面不織布製の袋をかぶるのが

一般的だったが，閉塞感や不安感を与

える欠点があった。

［特  長］

(1)前面の目の部分に透明フィルムを

使用し視界を確保できるため安心感

を与え，脱いだりかぶったりする手間

が省ける

(2)フィルムには防曇機能があるため

息や体温で曇って見通しが悪くなる

ことがない

問合せ先

クラレリビング㈱

〒530-8611 大阪市北区梅田 1-12-39

TEL 06-6348-9400  FAX06-6348-9960

スプレー式フロアモップ

ウェーブ ピュピュッとモップ

ユニ・チャーム

ユニ・チャームは，レバーを引くだけ

で専用液が飛び出し，リビングなどの

広いスペースも楽に水拭きができる新

型のスプレー式フロアモップ“ウェー

ブ ピュピュッとモップ”を発売した。

［特  長］

(1)べタつきの気になるキッチン，砂ボ

コリでザラつくリビング，窓辺，洗面

所の水ハネや汚れも素早く落とす

(2)独自技術による多層スポンジ構造

の厚手の専用パッドは，汚れ・水分を

しっか取り込んで拭き残しがなく，一

度でしっかりきれいに拭ける

(3)専用液は，植物由来の成分を配合。

無香料で除菌もできる

問合せ先

ユニ・チャーム㈱

〒108-8575  東京都港区高輪3-25-23

TEL 03-3447-5111  FAX03-3449-7600

http://www.unicharm.co.jp

昼用ワイドタイプ生理用ナプキン

ソフィ ワイドガード250

ユニ・チャーム

ユニ・チャームは，昼用ワイドナプキ

ン“ソフィ ワイドガード250”を発売し

た。ナプキンの後ろ部分のワイドな「2

番目の羽」が横漏れ，ななめ後ろ漏れを

防ぐ。

［特  長］

(1)後ろの「2番目の羽」がショーツをワ

イドにカバー

(2)ワイド部分の「ぴたテープ」が，ナプ

キンをしっかりショーツに密着させ

てナプキンのズレを防止

(3)内側に倒れずしっかり立ち続ける

「超立体Σ（シグマ）ギャザー」が，横漏

れを防ぐ

(4)吸収体の中心の凸型吸収構造が，型

崩れすることなく体にやさしく

フィットする安心の吸収力

問合せ先　同上

大きな子供もゆったりはける紙おむつ

ムーニーマン ビッグより大きいサイズ

ユニ・チャーム

ユニ・チャームは，ウォルト・ディズ

ニー・ジャパンとのライセンス契約に

より，大きな子供でもゆったりはける
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新サイズ“ムーニーマン ビッグより大

きいサイズ”を発売した。

［特  長］

(1)ビッグよりひと回り大きいサイズ

で安心（適応体重13～25kg，身長90～

130cm）

(2)肌にやさしい「やわらかタッチゴ

ム」を股ぐりに採用

(3)ウエストまでカバーするワイドな

吸収体

(4)より下着に近いデザイン

問合せ先　同上

子供から小顔の人でもフィット

超立体マスク かぜ用やや小さめサイズ

ユニ・チャーム

ユニ・チャームは，昨秋発売した“ユ

ニ・チャーム 超立体マスク かぜ用”の

ラインアップとして“ユニ・チャーム 超

立体マスク かぜ用 やや小さめサイズ”

を発売した。小学校中学年から小顔の

人までフィットし，顔とマスクの間に

隙間ができないので，のどの保湿機能

を十分に発揮する。

［特  長］

(1)超立体構造だから，高い保湿効果で

のどをうるおして保護

(2)3層構造のフィルターで細菌やウィ

ルスを含んだ飛沫の侵入を防ぐ

(3)口元に空間ができるので息が楽で

不快感がない

(4)柔らかな素材の耳かけで耳が痛く

ない

販売元　同

生理時の女性の肌ストレスを軽減

ロリエ エフ

花王

花王は，生理時に女性が抱える肌ス

トレスに着目した新発想のナプキン

“ロリエ エフ”を新発売した。前半のジ

メジメストレスと後半のこすれストレ

スの両方を解決するために，高い吸収

力とやさしい感触を両立させることに

成功した。

［特  長］

( 1 )新しく開発した表面材「超吸収f

ファイバー」を採用

(2)粘度の高い経血も一気に肌から引

き離し肌を乾燥状態で清潔に保つ

(3)高い吸収力とやさしい感触を両立

問合せ先

花王㈱

〒103-8210東京都中央区日本橋1-14-10

TEL03-3660-7131  FAX03-3660-7044

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

通気性に優れるパンツ用パッド

リリーフ 抗菌消臭パンツ用パッド

長時間・夜さらさら安心吸収

花王

花王は，パンツ用パッドに初めて「さ

らさら通気性シート」を採用した“リ

リーフ 抗菌消臭パンツ用パッド　長時

間・夜さらさら安心吸収”を新発売し

た。長時間・夜装着の悩みをパンツタイ

プで解決するために漏れ・ムレを防止

し，肌にやさしく消臭効果をもたせた。

［特  長］

(1)パンツ用パッドで初めて「さらさら

通気性シート」を採用。長時間・夜使用

のムレ・かぶれも安心

(2)おしりをワイドにカバーする安心

感のある，ひょうたん形状のパンツ用

パッド。尿約3回分を吸収

(3)銀の力で消臭力アップ。新改良「抗

菌消臭ケアシート」を採用。雑菌の繁

殖を抑え嫌な臭いを防ぐ（同社独自開

発の銀含有抗菌消臭成分配合）

(4)天然植物（ハマメリス）エキス入り

のなめらかコート成分を配合

問合せ先　同

子供用パンツ型紙おむつ

パンパースはじめてのパンツ

　P&G

P&Gは，子供用パンツ型紙おむつ“パ

ンパースはじめてのパンツ”（Mサイズ）

を新発売 した。L/ ビッグサイズの“す

くすくパンツ”シリーズに新しくMサ

イズの“はじめてのパンツ”が加わり，

赤ちゃんの成長段階に合わせたパンツ

のラインナップが揃った。

［特  長］

(1)立った状態でのおむつ替えが簡単

(2)コットン下着のような肌触り

(3)前後を間違わないように，前と後ろ

のデザインを大きく変更
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問合せ先

P&G

〒658-0032神戸市東灘区向洋町中1-17

TEL078-845-5050  FAX078-845-6940

http://jp.pg.com

排せつ介護のニーズ・利便性に合せ一新

アテント のびのびパンツ

P&G

P&Gでは，大人用紙おむつ“アテン

ト”ブランドのパンツタイプ製品の名

称とパッケージデザインを一新，“アテ

ントのびのびパンツ”として発売した。

ウェストまわりの伸縮性が高いという

従来からの特長をより認識してもらえ

るネーミングにした。

［特  長］

(1)業界トップクラスの伸縮性

(2)約5cmのゆとりの高さの立体ギャ

ザーを採用

(3)尿約3～5回分の余裕の吸収量

問合せ先　同上

ファスナータイプの開閉口で干乾防止

エリエール イエ・ッサ　チャック

で密封！ シートの乾燥を防ぐトイ

レクリーナー

大王製紙

大王製紙は掃除用品シリーズブラン

ド“イエ・ッサ”から，ファスナータイ

プの開閉口でシートの干乾びを防止す

る“エリエール イエ・ッサ チャックで

密封！シートの乾燥を防ぐトイレク

リーナー”を新発売した。シート強度も

独自技術により表面強度を従来品から

150%向上させた。

［特  長］

(1)開閉口のチャックがシートを乾燥

から守り，最後の一枚まで気持ち良く

使用できる

(2)新チャックタイプの採用により，開

けやすさとシートの取り出しやすさ

を向上

(3)独自技術によりシート表面強度

150%アップ（同社従来品比較）。ボロ

ボロ崩れず一枚でしっかり拭ける

問合せ先

大王製紙㈱

〒162-0042東京都新宿区早稲田町70-1

TEL03-3205-6002  FAX03-3205-6026

http://www.elleair.co.jp/

ベビー用おしりふき

ふんわりももちゃん

和光堂

和光堂は，ベビー用おしりふき“ふん

わりももちゃん”を発売した。厚手で

ふっくらやわらかな肌ざわりで手や体

にも使える。

［特  長］

(1)ももの葉エキス（保湿成分）配合で

お肌にうるおいを与えた

(2)無香料・ノンアルコール

問合せ先

和光堂㈱

〒101-0048

東京都千代田区神田司町2-14-3

TEL03-5296-6800  FAX03-5296-6808

http://www.wakodo.co.jp

使い捨て洗剤付きブラシ

シャット流せるトイレブラシ

ジョンソン

ジョンソンは，便器内の掃除に使用

する使い捨て洗剤付きブラシ“シャッ

ト流せるトイレブラシ”を発売した。ハ

ンドルと洗剤成分を染み込ませた使い

捨てのブラシで構成されている。

［特  長］

(1)洗剤付きブラシは，トイレットペー

パーのように分解する素材でできて

いるので，トイレに流すことができる

(2)浄化槽トイレにも使える

(3)ブラシの素材は，セルロースとレー

ヨン

問合せ先

ジョンソン㈱

〒231-8691

神奈川県横浜市中区山下町22

TEL045-640-2000  FAX

http://www.johnson.co.jp

マスク内の増殖を抑制する高機能マスク

ウイルス・ブロックマスク

　ニチバン

ニチバンは，インフルエンザなどの

ウイルスはじめ，院内感染菌（MRSA）

や大腸菌O157などの細菌を吸着破壊し

て，マスク内での増殖や再飛散を抑制，

感染率を低下させる一般向けの高機能

マスク“ウイルス・ブロックマスク”を

発売した。

［特  長］

(1)新開発のグラフト重合除菌フィル

ターを採用

(2)除菌フィルターがインフルエンザ

ウイルスはもちろん，院内感染菌

（MRSA）や大腸菌O157などの細菌を
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吸着破壊（99.9%以上）

(3)吸着するだけでは防げないマスク

内でのウイルスや細菌の増殖，再飛散

を抑制

(4)花粉用にはマスクのみでも効果を

発揮（マスクのみの花粉捕集率99%）

( 5 ) 顔に良くフィットするノーズ

フィットワイヤーを採用

(6)花粉マスクの抗菌防臭機能は洗濯

してもほとんど低下しない

問合せ先

ニチバン㈱

〒112-8663東京都文京区関口2-3-3

TEL03-5978-5601  FAX03-5978-5620

http://www.nichiban.co.jp

あかぎれ・ひびわれ専用絆創膏

あかぎれバン

ニチバン

ニチバンは，指先をしっかり包み込

む新形状と柔らかく透湿性のある素材

で，あかぎれを閉じて潤いを保つこと

で自然治癒を促す，業界初の指先のあ

かぎれ・ひびわれ専用絆創膏“あかぎれ

バン”を発売した。

［特  長］

(1)やわらかな高密度ウレタン不織布

で指先のあかぎれ・ひびわれをやさし

く保護

(2)適度な潤いを保ち自然治癒を促す

(3)付けていてもゴワゴワ感がほとん

どない素肌感覚

(4)指先をきれいに包む新形状（あかぎ

れを優しくラッピング）

(5)水仕事時でも指先をしっかり固定

(6)透湿性が高くムレることなく適度

に保湿できる

(7)良くつき剥す時に痛みが少ない低

刺激性粘着剤使用

問合せ先　同上

救急ばんそうこう“バンドエイド”

しっかり丈夫な布タイプ〈指用〉

とジュニアサイズ

ジョンソン・エンド・ジョンソン

ジョンソン・エンド・ジョンソンのコ

ンシューマー カンパニーは，貼りやす

さとはがれにくさを追求した“バンド

エイド”しっかり丈夫な布タイプ〈指

用・写真〉と，極小サイズで目立たない

“バンドエイド”ジュニアサイズの2製

品を発売した。

｠［特  長］

・しっかり丈夫な布タイプ〈指用〉

(1)伸縮性と撥水性のある丈夫な布製

テープ

(2)フィットするユニークな形

(3)パッドにもきめ細やかな工夫

(4)低アレルギー性粘着剤

・ジュニアサイズ

(1)目立たない極小サイズ

(2)しなやかなテープと強い粘着力

(3)低アレルギー性粘着剤＆傷口につ

きにくい特殊加工パッド

問合せ先

ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱｠

〒101-0065東京都千代田区西神田3-5-2

｠TEL03-4411-7155   FAX03-4411-7869

http://www.jnj.co.jp

かぜ・インフルエンザ対策

イソジン プロテクトマスク

明治製菓

　明治製菓は，“イソジンうがい薬”

の主成分であるポビドンヨードが化学

結合したフィルターを使用した“イソ

ジン プロテクトマスク”を発売した。

“イソジン”ブランドのアイテムとし

て，マスク市場へ参入する。

［特  長］

(1)「ポビドンヨード」が化学結合した

フィルターを使用し，フィルター上で

ウィルス，細菌を吸着し，細胞被膜を

破壊する

(2)静電フィルターが花粉・ホコリを

99.9%カット，のど・鼻への侵入を防ぐ

(3)マスク素材には抗菌・防臭加工の繊

維（天然成分キトサン配合）を使用し，

清潔さを保ち嫌な臭いを抑える

( 4 ) ワイヤー入りで鼻にぴったり

フィットし，耳が痛くなりにくいウー

リーゴムを使用

問合せ先

明治製菓㈱

〒104-8002東京都中央区京橋2-4-16

TEL03-3272-6511  FAX03-3271-3528

http://www.meiji.co.jp

キズを付けず汚れを落とす次世代たわし

スコッチ・ブライト　ハイブリッ

ドキッチン用たわし　

住友スリーエム

住友スリーエムは，独自に新開発し
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た「ハイブリッド粒子」（特許申請中）を

採用し，キズを付けずに楽に汚れを落

とす“スコッチ・ブライト ハイブリッ

ド キッチン用たわし”を発売した。

［特  長］　

(1)大きくソフトなクリーニング粒子

と，その表面を覆うミクロサイズの細

かく硬いクリーニング粒子の複合構成

(2)独自の特殊コーティング技術を用

いることでクリーニング粒子の複合

構成を実現し，キズを付けずに頑固な

こびりつき汚れを落とす

(3)スポンジと貼り合わせたタイプは，

握りやすいウエーブ（波形）カット

(4)グラスの底もしっかり洗える鋭角

シェイプと，フライパン・鍋・茶碗など

の内側の曲面にもぴったり追従する

ラウンドカットを兼備

問合せ先

住友スリーエム㈱

〒158-8583東京都世田谷区玉川台2-33-1

TEL03-3709-8165  FAX03-5717-3509

http://www.mmm.co.jp/

室内ペットオーナーの掃除用クリーナー

ペットキレイ お掃除シート

ライオン商事

ライオン商事は，「汚れ除去」「除菌」

「消臭」が同時にできる室内ペットオー

ナーのための掃除用クリーナー“ペッ

トキレイ お掃除シート”を発売した。

ペットを室内で飼育している家庭の部

屋を手軽にスッキリきれいにする。

［特  長］

(1)洗浄成分を含浸させたシートタイ

プなので汚れを手早く落とせる。ま

た，消臭成分の効果で気になる臭いも

取れ，除菌効果で清潔

(2)拭いたところをペットがなめても

安心な成分配合

(3)シートタイプなので，面倒なぞうき

んの準備や後始末がいらず，気付いた

ときに使える

(4)床全体の掃除にも便利なフローリ

ングワイパーにも使える超大判サイ

ズ（200×300mm）

(5)たっぷり使える22枚入り

問合せ先

ライオン商事㈱

〒130-0015東京都墨田区横網1-2-26

TEL 03-3621-6911  FAX03-3623-7394

http://www.lion.co.jp/ls/inde4.htm

裏材に再生塩ビ採用のタイルカーペット

DN100R

川島織物

川島織物は，バッキング（裏材）に再

生塩ビを採用し，環境への配慮を高め

たオフィス用タイルカーペット

“DN100R”を発売した。店鋪やマンショ

ンにも対応できるよう，高級ホテルや

高層マンションなどのトレンドカラー

を取り入れた新色5色を加えた。

［特  長］

(1)バッキング（裏材）に再生塩ビ採用

(2)新色5色を加え全48色の豊富なライ

ンナップ

(3)視覚障害者誘導カーペットも完備

問合せ先

㈱川島織物

〒601-1123

京都府京都市左京区静市市原町265

TEL075-741-4111  FAX075-741-4113

http://www.kawashima.co.jp

モルタル仕上げにも対応した壁下地材

モルタルラミテクト

セーレン

セーレンはモルタル仕上げ用（湿式

壁用）の透湿性壁下地材“モルタルラミ

テクト”を開発した。素材は特殊不織布

+透湿フィルム+補強不織布の3層構造

からなる。サイディング仕上げ用（乾式

壁用）の壁下地材“ラミテクト”，屋根

面からの湿気の排出に適した屋根下地

材“ルーフラミテクト”に続く製品。

［特  長］

(1 )透湿性はアスファルトフェルト

17kgに比べ約70倍以上

(2)外部からの水侵入に対し防水層の

役割を果たし住まいの耐久性を向上

(3)住まいの保温効果を高め，断熱施工

の効果をより一層向上

(4)アルカリ性の強いモルタルに対し

優れた耐久性

(5)｠軽量で持ち運びが楽。強度に優れ，

破れにくい（引裂強度はアスファルト

フェルト17kgの約5倍）。

(6)モルタルとのなじみがよく，密着性

に優れる

問合せ先

セーレン㈱

〒107-0062東京都港区南青山1-1-1

TEL03-5411-3411  FAX03-5411-3134

http://www.seiren.com
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