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アレルゲン対策掃除用具

アレルケアウェーブ ハンディワ

イパーなど

ユニ・チャーム

ユニ・チャームは，アレルゲン対策が

できる掃除用具“アレルケアウェーブ

ハンディワイパー”同“のびるワイ

パー”同“フロアシート”を新発売した。

毛足の長い20万本のファイバーに，ア

レルゲン低減成分を配合した。

［特  長］

(1)アレルゲンをキャッチ＆ケアする

「アレルケアファイバー」を採用

(2)アレルゲン低減成分は天然のオ

リーブから抽出

(3)すべて揃えれば家庭のふきにくい

隙間や凹凸にも自由に形を変えて

フィットする

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

こども・小顔の人向け花粉対策マスク

超立体マスク

花粉用やや小さめサイズ

ユニ・チャーム

ユニ・チャームは，こども・小顔の人

に適した花粉対策マスク“超立体マス

ク 花粉用 やや小さめサイズ”を発売し

た。花粉症患者の低年齢化などによる

小さなサイズに対する要望に応えた。

［特  長］

(1)こども（小学校中学年以上）から小

顔の人までカバーする「やや小さめサ

イズ」

(2)立体フィットで隙間をつくらず花

粉の侵入を防ぐ

(3)高密度不織布フィルターが高いバ

リア性と通気性を両立

(4)口元に空間ができるので息が楽

(5)話しにくさ，口紅うつりなどの不

快感がない

(6)やわらかな素材の耳かけで，長時

間使用しても耳が痛くない

問合せ先　同上

乗物・花柄の男女別デザインを新採用

ムーニーマン

ユニ・チャーム

ユニ・チャームは，はかせるオムツ

“ムーニーマン”（L・ビッグサイズ）に，

男の子には「乗物柄」，女の子には「花

柄」という男女別の新デザインを採用

した製品を発売する。また，パッケージ

も新たなデザインに変更した。

［特  長］

(1)全面がカラーのオムツ（男の子用

はブルー，女の子用はピンク）に男の

子用には車，汽車，船，飛行機などの

「乗物柄」，女の子用にはカラフルな

「花柄」がくまのプーさんと一緒に前

後にデザイン

(2)男女それぞれ一袋に6種類のデザ

インが入っているので楽しくオムツ

替えができる

(3)足穴の向きを，下向きにカットした

「ストレートレッグ構造」で，下着のよ

うなはかせやすさ

(4)のりを使わず熱によるピンポイン

ト接着「ドレープシャーリング」で，下

着のようなやわらかさ

(5)股間幅が狭くてもモレを防ぐ「立体

ポケット吸収体」を採用

パンティーライナーシリーズ

ロリエ きれいスタイル

花王

花王は，「毎日のきれいな身だしなみ

習慣」を提案するパンティーライナー

（おりものシート）シリーズ“ロリエ き

れいスタイル”を新発売した。「無香料」

「ホワイトフローラルの香り」「天然

コットン100%」の3タイプがある。

［特  長］

(1)ムレずカブレにくい全面通気性

(2)ヨレないインナークッション入り

(3)無香料とホワイトフローラルの香

りの2タイプは，極細繊維を空気と一

緒に編み上げたエアスルーシートで

さらっと快適

(4)天然コットン100%は，敏感肌にも

やさしいピュアコットン100%の表面

シートを使用

(5)天然コットン100%は，臭いを閉じ

込める消臭成分を配合

問合せ先　

花王㈱
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〒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/

高齢者の軽い尿モレ専用パッド

リリーフ レディセルフ さらさら

消臭パッド

花王

花王は，高齢者の軽い尿モレの悩み

に応える“リリーフ レディセルフ さら

さら消臭パッド”を新発売した。基本機

能の漏れを防ぐことはもちろん，活性

炭シートで気になる臭いを消臭する。

［特  長］

(1)スピード吸収で快適，活性炭で瞬間

消臭。抗菌加工で長時間の装着も安心

(2)高分子吸収体が尿を保持し逆戻り

させない

(3)ムレを防ぐさらさら通気性シート

を採用

問合せ先　同上

ウィスパー パンティライナー

ずーっとさらさらフィール ～下着

だけより気持ちいい～

P&G

P&G は，ウィスパー パンティライ

ナーから新しいラインナップ“ずーっ

とさらさらフィール～下着だけより気

持ちいい～”を新発売した。さらさら感

の持続を可能にする表面シートと優れ

た吸収層で，つけた直後のさらっと感

が長続きする。

［特  長］

(1)さらさらキープシート：おりものの

性質に合わせて開発された表面シー

トで，2種類の大きさの異なる立体の

穴が，おりものを素早く下の吸収層に

送りこみ表面をさらさらに保つ。体に

ふれるサイド部分は不織布素材で優

しい肌触り

(2)しっかり吸収層：ナプキンで培った

吸収技術をパンティライナーに転用。

おりものを閉じ込め逆戻りを防ぐ

(3)つけた直後のさらさらが続き，下着

だけより気持ちいい

問合せ先

プロクター・アンド・ギャンブル・

ファー・イースト・インク

〒658-0032　

神戸市東灘区向洋町中1-17

TEL 078-845-5000  FAX078-845-6940

http://jp.pg.com/

ボディ用汗ふきシート

バン パウダーシート

スウィートマスカットの香り

ライオン

ライオンは，汗のベタつき（不快感）

を解消するボディ用汗ふきシート“バ

ン パウダーシート”に女子高生に人気

のフルーツ系トレンドの香り「ス

ウィートマスカットの香り」を追加し

て発売した。「せっけんの香り」「フレッ

シュピーチの香り」と併せ3種類の香り

が揃った。

［特  長］

(1) 「やわらかスパンレース」採用で

肌にやさしい拭き心地

(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

すっきり拭き取る

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

赤いパンツタイプの紙おむつ

ドレミ縁起モンパンツ

王子ネピア

王子ネピアでは，赤ちゃん用紙おむ

つネピア ドレミシリーズの限定企画品

として，赤ちゃんの健やかな成長を

願った赤いパンツタイプの紙おむつ

“ドレミ縁起モンパンツ”を発売した。

 日本では古くから全国各地に，赤い

下着を身につけると「病やケガから身

を守る」と言い伝えがある。そこで子供

の健康を第一に考え「縁起」のよいもの

を取り入れたいという保護者の気持ち

に応えた。　

問合せ先

王子ネピア㈱

〒104-8319 東京都中央区銀座5-12-8

TEL03-3248-3021  FAX03-3248-2368

http://www.nepia.co.jp/

赤ちゃん用おしりふきの新ブランド

ドレミおしりふき

王子ネピア

王子ネピアは，ドレミ赤ちゃん用お

しりふき の新ブランド“ドレミおしり

ふき”を発売した。従来の“ドレミベ

ビーウェット”と“ミッフィーベビー

ウェット” を統合し品質，パッケージと

もにリニューアルした。

［特  長］

(1)シートにクッション性に富んだ新

素材を採用， ふんわり感が150%アッ

プ（同社従来品比）
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(2)毛足の長い繊維が水分をしっかり

保持する構造で，しっとりとした拭き

心地

(3)天然成分ユーカリエキス配合で，肌

にやさしい

問合せ先　同上

センサー付き尿取りパッド

あいパッド

アワジテック

アワジテックは，濡れたらブザーと

ランプで知らせてくれるセンサー付き

尿取りパッド“あいパッド”を発売し

た。従来の尿取りパッドが抱える利用

者の心理的不快感や皮膚かぶれなどの

原因となる問題点をクリアした。

［特  長］

(1)漏れを感知したらブザーやランプ

で知らせる

(2)意志表示の困難な方を，排泄時以外

でも不定期に尻部を触られるといっ

た心理的不快感から解放する

(3)濡れたらすぐにセンサーが感知し

知らせてくれるで，速やかにパッドの

取り替えができ皮膚かぶれなどの原

因を防止�

(4)無線で配線不要

問合せ先

㈱アワジテック 介護用品事業部

〒652-0811 神戸市兵庫区新開地3-1-14

TEL078-367-8820　FAX078-367-8850

http://www.awaji-tec.com/

異なるニーズに応えた犬・猫用紙パンツ

ペットの紙パンツ

生理のとき用＆オモラシ・介護用

ジョンソントレーディング

ジョンソントレーディングは，犬・猫

用紙パンツ “ペットの紙パンツ　生理

のとき用”と同“オモラシ・介護用”の

発売を開始した。 完全に閉経しない雌

犬や，増加する長寿ペットのために使

用目的別に開発した。

［特  長］

〈生理のとき用〉

(1)何度でもつけ直しができるマジッ

クテープ

(2)太さに合わせて調節できる「特殊

しっぽ穴」（特許 第2983929）

(3)サイドギャザーでしっかりガード

し横漏れしない

( 4 ) 動きに強いウエストバンドで

フィットさせるため動き回ってもず

れない

 (5)抗菌ポリマー配合の吸収体面積を

広げ，経血の被毛への付着を低減

(6)薄く柔らかな不織布を使用するこ

とで，はかせた時のモコモコ感を解消

〈オモラシ介護用〉

(1)経済的な大容量パック

(2)サイドギャザーで尿の横漏れを

ガードし被毛を汚さない 。雄犬でも

安心の 「ロング股上設計」

(3)抗菌ポリマー配合の吸収体使用で

抗菌消臭効果

(4) 尿をスピーディーかつ大量に吸

う吸収体を採用

問合せ先

ジョンソントレーディング㈱

〒231-8691

神奈川県横浜市中区山下町22番地

TEL 045-640-2310  FAX045-640-2311

http://www.johnson.co.jp

花粉・かぜ感染対策向けマスク

ネクスケア マスク（プロ仕様）

住友スリーエム・エステー化学

住友スリーエムとエステー化学は，

外科手術の際に医師・看護婦が着用す

る品質レベルの“ネクスケア マスク

（プロ仕様）”を発売した。一般生活では

ウィルスや花粉対策として使える。

［特  長］

(1)プリーツ形状を採用しあごまで覆

うが，口元には適度な空間を確保。話

しやすく，耳かけひももやわらかく長

時間利用でも快適

(2)マスク部分はポリプロピレン製不

織布を利用した3層構造。顔に接する

層は肌触りよく通気性に優れる。外側

の表面層は耐水加工が施され，水滴を

通しにくい

(3)中間層は高密度不織布によりほこ

り，花粉や，飛沫などに含まれるウィ

ルスを捕集

(4)外気から侵入するほこり，花粉，飛

沫に含まれるウィルスを低減し

（PFE91%），着用者のせき，くしゃみに

含まれるウィルスの拡散も低減する

（BFE99%）

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

TEL03-3709-8111  FAX03-3709-8453
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http://www.mmm.co.jp/

エステー化学㈱

〒161-8540 新宿区下落合1-4-10

TEL 03-5906-0731  FAX03-3367-2042

http://www.st-c.co.jp/

SARS・鳥インフルエンザ対策

〈3M〉N95微粒子用マスク1870F

スリーエムヘルスケア

スリーエムヘルスケアは，多くの病

院で採用実績がある“〈3M〉N95微粒子

用マスク（折り畳み式）1870F”を一般

消費者向けパッケージ（2枚 /袋）とし

て販売を開始した。

N95 規格マスクは，主に結核病棟で

医療従事者の安全確保のために世界的

に利用されてきたが，SARS・鳥インフ

ルエンザウイルスや結核菌，花粉，ハウ

スダスト，埃などの対策にも有効。

［特  長］

(1)折り畳み式で優れた携帯性

(2)密着性が高くソフトな使用感

(3)個別包装で開封するまで清潔保持

問合せ先

スリーエム ヘルスケア㈱

〒158-8583

東京都世田谷区玉川台2-33-1

TEL03-3709-8919  FAX03-3709-8754

http://www.mmm.co.jp

集中保湿マスク

雪肌粋（せっきすい）

コーセー

コーセーは，肌あたりのよい厚手の

上質コットン素材のシートを使用した

集中保湿マスク“雪肌粋”（せっきすい）

を発売した。和漢植物の高麗人参エキ

スなど美容液をたっぷり含ませた。

［特  長］

(1)「潤い浸透成分」「うるおい持続成

分」「肌柔軟成分」をバランスよく配合

(2)「化粧水+乳液+美容液」の3つの効

果を併せ持つ

(3)リッチな美容液をたっぷり1本分

（30mL）含ませた

問合せ先

㈱コーセー

〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2

TEL03-3273-1511  FAX03-3276-8655

http://www.kose.co.jp/

結露防止シート

結露無用

日本ブロアー

日本ブロアーは，不織布に高分子調

湿剤を塗布した制御盤用調湿シート

“結露無用”を発売した。屋外制御盤の

扉裏などの壁面に張り付けて使用す

る。

［特  長］

(1)最適な調湿効果が発揮するように

高分子調湿材を特殊な方法で塗布し

た不織布を内蔵

(2)制御盤の扉裏などの壁面に貼り付

けておくだけで，盤内の湿度を85%以

下に保つ

(3)低湿時には水分を発散し継続して

使えるで経済的

問合せ先

日本ブロアー㈱

〒101-0021

東京都千代田区外神田3-5-13

TEL 03-3251-3511 FAX03-3251-3507

http://www.nipponblower.com/

携帯用せっけん

あわあわせっけんシート

フロンティア

フロンティアは，不織布にせっけっ

ん液を染み込ませた携帯用せっけん

“あわあわせっけんシート”を発売し

た。さわやかなローズの香りで爽快感

を出した。

［特  長］

(1)持ち運びに便利なカード型のケー

ス入り

(2)ケースはプラスチックなので濡れ

た手で触っても安心

(3)携帯用紙せっけんより泡立ちがい

い

問合せ先

フロンティア㈱

〒541-0053 大阪市中央区本町4-7-4

TEL 06-6264-6500｠ FAX 06-6261-5007

http://www.frontiersman.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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