人工皮革製百貨店向けメンズシューズ

SIMCA （シムカ）

TEL03-3660-7131 FAX03-3660-7044

クラレなど 3 社

製品開発
ＮＥＷＳ

〒103-8210東京都中央区日本橋1-14-10

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

クラレ，トモエ商事，クラレグループ
のヒカリシューズの 3社は，クラレの高
級人工皮革 パーカッシオNP を使用し
た百貨店向けメンズシューズ SIMCA
（シムカ）6 タイプを発売した。
［特 長］
(1) 高級天然皮革並みの高質感

衝撃を吸収するゴルフ手袋専用人工皮革

アマレッタ

DK
クラレ

(2)通気性や透気性などの快適性を向上
(3)天然皮革に比べ約30%軽く，
ソフト

隙間侵入とメガネ曇りを防ぐマスク

な履き心地

FC シャットマスク SV・U

クラレは衝撃吸収効果の高いゴルフ

(4)人工皮革ならではのイージーケア性

手袋専用の人工皮革 アマレッタ DK

(5)イタリアン・トラッドのお洒落な

を開発。同素材を使用した

ゼクシオ

デザイン

がダンロップ・SRI スポー

問合せ先

GGG-2809

白十字
白十字は，隙間侵入とメガネ曇りを
防ぐマスク，FC シャットマスク SV（プ
リーツ不織布タイプ）と FC フィットマ

同上

スクU（立体不織布タイプ）を発売した。

ツから発売された。

［特 長］

［特 長］

〈FC シャットマスク SV〉

( 1 ) 優れたグリップ感と心地よい
フィット感を実現。
手への衝撃を軽減

(1)酸化チタンをマスク表面に塗布し

してスムーズに振り抜ける

光触媒反応により外気から侵入して

(2)甲側の厚さを掌側よりも薄くした

くるウイルスなどを無害化する
(2)ゴムを耳にかけると立上るサイド

「ナチュラルフィッティング構造」
と，

立体ガードが側面からの侵入を防ぐ

立体裁断・縫製した
「3D立体フィット

シートタイプの薬用デオドラント

構造」により，つっぱり感が軽減し心

メンズビオレ さっぱりボディシート
花王

地よいフィット感が得られる

〈FC フィットマスク U〉
(1)マスク面体がワイドなので息苦し

(3)親指部のカッティングを工夫した

花王は，シートタイプの薬用デオド

「シェイプキープカット」
を採用。
スイ

ラント メンズビオレ さっぱりボディ

(2)耳かけは伸縮性に優れたストレッ

ング中に起こりやすい親指のねじれ

シート を新発売した。汗をかくたびに

チ性不織布なので痛みを軽減する

や型くずれを軽減し確実にグリップ

いつでもサッとふいて，気になる臭い

(3)輪郭に沿った立体裁断で顔のライ

できる

を長時間防ぎ爽快感が長続きする。

ンにぴったりフィット

問合せ先
㈱クラレ
〒100-8115東京都千代田区大手町1-1-3

フェイスシリーズ に，新しく ボディ
シリーズ

が加わった。

［特 長］

くなく話しやすい

(4)キトサン抗菌不織布を採用
問合せ先
白十字㈱

TEL03-6701-1000 FAX03-6701-1005

(1)汗をかいた後，シートでひとふき

〒 171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

http://www.kuraray.co.jp/

するだけで，
「持続性パウダー
（基剤）
」

TEL03-3987-6111 FAX03-3987-3381

が素肌を長時間サラサラに保つ

http://www.hakujuji.co.jp/

(2)殺菌作用で気になる脇の臭いを長
時間予防する
(3)外出時に手軽に持ち歩け，汗をか
くたびデオドラントできる
問合せ先
花王㈱
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大人用紙おむつ

(1)水が不要なので簡単に使える

アテント すっきりパンツ うす型

(2)洗浄成分は安全性の高いアミノ酸

P&G
P&G では，薄型パンツの大人用紙お

由来洗浄成分
(3)被毛にうるおいを与えるリンスイ

むつ アテント に，はじめての人でも

ンタイプ

抵抗がないよう下着のような柄を入れ

(4)除菌成分配合で屋外で遊んだ後清

た

潔にする

アテント すっきりパンツ うす型

を 5 月下旬より全国で発売した。
［特 長］

(5)天然保湿成分（ヘチマエキス）入り
問合せ先

(1)初めてはく人でも抵抗がない普段

ジョンソントレーディング㈱

吸湿消臭シート

の下着を思わせるチェック柄

〒 231-8691

湿気ネーゼ

(2)従来の同社パンツ型オムツと比較

神奈川県横浜市中区山下町 22 番地

し吸収体を約30％薄型化

TEL 045-640-2310 FAX045-640-2311

(3)伸び縮みしやすいやわらかい素材

http://www.johnson.co.jp

松下電工
松下電工は，クローゼットや収納庫
内など比較的狭く閉め切られた空間で

ではきやすい

使うことで手軽に湿気を吸収，臭いを

問合せ先

低減する吸湿消臭シート 湿気ネーゼ

P&G

を発売した。
［特 長］

〒 658-0032

(1)閉め切った狭い空間の湿度を低減

神戸市東灘区向洋町中 1-17
TEL078-845-5000 FAX078-845-6940

犬猫用オーラルケア商品

し，カビの発生を抑制

http://jp.pg.com/

歯みがきシート

(2)基材内の消臭剤が衣類や靴などに
ライオン商事

ライオン商事は，ウエットティシュ
タイプの犬猫用オーラルケア商品

ペット専用使い捨てタオル

用が可能

みがきシート を発売した。歯ブラシな

問合せ先

しでペットの口の手入れができる。3歳

松下電工㈱

以上の犬猫の 80% が歯周病にかかって

住建事業本部内装システム事業部

いるといわれており，歯周病を気にす

〒571-8696大阪府門真市大字門真1048

るペットオーナーに最適。

TEL06-6909-7187 FAX06-6908-7127

［特 長］
(1)歯ブラシなしで簡単に付着した汚

水のいらないシャンプータオル

れを除去できるウエットティッシュ

http://www.mew.co.jp/

タイプ

ジョンソントレーディングは，アミ

(2)液成分が歯の汚れを浮かせて，
マイ

ノ酸系洗浄成分を配合した犬・猫用使

クロファイバーシートが汚れを残さ

い捨てタオルの新製品

ずしっかり拭き取る

水のいらない

(3)天日干しをすることで繰り返し使

歯

JOYPET
ジョンソントレーディング

付着した汗の臭いなどを低減

シャンプータオル （超大型・大型犬用，

(3)ノンアルコールなのでペットが嫌

中型・小型犬用，猫用の 3 種）を発売し

がらない

スギ花粉に対応

た。洗浄剤なしタイプの 汚れをふきと

(4)キシリトール配合

集合住宅用給気口フィルタ

るボディタオル に加えて，新たに洗浄

問合せ先

剤入りタイプを新発売することによ

ライオン商事㈱

り，幅広いペット愛好家のヘアケア・

〒 130-0015東京都墨田区横網 1-2-26

り，集合住宅の給気口から室内への花

ニーズに対応する。

TEL03-3621-6911 FAX03-3623-7394

粉・排気ガス粒子などの浸入を防ぐ，集

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

合住宅用給気口フィルタを開発した。

［特 長］
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ハザマ・日本無機
ハザマは日本無機との共同研究によ
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花粉発生時期や交通量の多い道路近く

トを採用

用しサラサラ感をアップさせ，よりや

の住宅では，外気を直接導入したくな

問合せ先

わらかくなるよう改良した。

いというニーズに応えた。

小林製薬㈱

［特 長］

［特 長］

〒541-0045大阪市中央区道修町4-3-6

(1)新素材でサラサラ感がアップ

(1)住戸内への花粉などの浸入自体を

TEL06-6222-0210 FAX06-6222-4261

(2)さらにやわらかくなった改良メッ

元から抑え，
外気中の粒子をシャット

http://www.kobayashi.co.jp/

シュシートを採用

アウトするため格段の空気環境改善

(3)わずか1mmの薄型シートで違和感

効果が期待できる

がない

(2)標準サイズの2種は，給気口の直径

(4)防水層が汗モレをしっかりストップ

が150mmと100mmに対応

(5)服に取り付けても表から目立ない

問合せ先

問合せ先

同上

ハザマ（㈱間組）
〒 105-8479 東京都港区虎ノ門 2-2-5
TEL03-3588-5700 FAX03-3588-5713

男性用の洗顔ペーパー

http://www.hazama.co.jp/

男の午後タオル
小林製薬

日本無機㈱
〒103-0023東京都中央区日本橋本町2-6-3

小林製薬では，男性用の洗顔ペー

TEL03-5640-3950 FAX03-5640-3955

パー 男の午後タオル をリニューアル

http://www.nipponmuki.co.jp/

発売した。不織布のサイズを大きくし
て使いやすくし，さらに1枚当たりの単
価も下げた。

不織布袋入りの室内空気浄化炭

炭から炭まで

［特 長］

IOTC

( 1 )あぶら汚れをしっかり拭きとる
メッシュ状のコットンタオル

IOTC（アイオーティカーボン）は，高

(2)肌をひきしめ脂浮きを抑える

いガス吸着性能と脱臭性能，調湿性能

(3)パウダー配合でサラサラの肌が持続

により住まいの健康と快適な暮らしに

(4)メントール配合のスッキリ爽快な

役立つ，不織布袋入りの室内空気浄化

やわらかなおりものシート

使用感

炭 炭から炭まで を発売した。シック

サラサーティ やわらかシルクタッチ

問合せ先

ハウスの原因物質であるホルムアルデ

同上

小林製薬

ヒドやトルエン，ベンゼンなどの有害

小林製薬では，ふんわりやわらかな
おりものシート

VOC ガスを吸着除去する。
［特 長］

サラサーティ やわら

かシルクタッチ を発売した。天然コッ

(1)廃材（家屋解体木くず，廃木パレッ

トン 1 0 0 % の製品にのみ付けられる

トなど）
をリサイクルした環境に優し

「ジャパン・コットンマーク」を記載す

い炭

ることで，これまで以上に安心して

(2)徹底した品質管理により，
重金属な

使ってもらえるよう価値の高さを訴求

どの有害成分の含有量も低く安全性

し，他製品との差別化を図る。

に優れる

［特 長］
(1)シルクのようなサラサラでやわら
かな肌ざわりのシート

汗吸収シート

(3)活性炭に近い高品質な木炭

あせワキパット

問合せ先
小林製薬

アイオーティカーボン㈱

小林製薬は，1990 年に発売を開始し

〒931-8406富山市海岸通字松浦町2-9

トで肌にやさしくフィット

た汗吸収シート あせワキパット をリ

TEL076-426-1233 FAX076-426-1244

(3)ムレにくい全面通気性バックシー

ニューアルした。 シートに新素材を採

http://www.iotc.co.jp/

(2)薄くてもふんわりやわらかいシー
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