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排気弁付き防じんマスク

バイリーンマスクX-2700シリーズ

日本バイリーン

日本バイリーンは，マスクユーザー

の悩みの一つとされていた呼吸によっ

て発生する熱気やムレによる不快感を

軽減した排気弁付き防じんマスク“バ

イリーンマスクX-2700 シリーズ”（レ

ギュラーX-2702，活性炭入りX-2762）

を新開発，販売子会社のバイリーンク

リエイトを通じて販売を開始した。

取り付けた排気弁が，熱気やムレを

排出することが最大の特徴で，とくに

熱暑の現場や活動量が多い作業には最

適である。

［特  長］

(1)特殊3層構造の不織布フィルター

が高い粒子捕集効率（97.0%以上）を実

現

(2)保護メガネの着用時，マスクからの

呼気が原因のクモリを排気弁が軽減

(3)金属の溶接ヒュームが発生する現

場でも使用可能な国家検定規格

（DS2）適合品

(4)日本人の顔に合わせたコンパクトサ

イズで下方視野が広く手元が見やすい

(5)有機臭・油臭などの悪臭を除去する

活性炭入りもラインナップ

問合せ先

日本バイリーン㈱

〒101-8614東京都千代田区外神田2-15-5

TEL03-3258-3334  FAX03-3258-3328

http://www.vilene.co.jp

コンタクトレンズケア用品

コンタクトレンズ汚れクリアシート

クラレメディカル

クラレメディカルでは，これまでに

ないシート状使い捨てタイプのコンタ

クトレンズケア用品“コンタクトレン

ズ汚れクリアシート”を新発売した。

コンタクトレンズに付着した汚れ

を，クラレの極細分割繊維“WRAMP”

を使用したウエット状の不織布シート

“Silhorn-W”（シルフォーン-W）で吸着

し，手こすりと同等以上の汚れ除去効

果を発揮する。

［特  長］

(1)これまでにないタイプの新製品

(2)シートタイプなので軽く，かさ張ら

ないため持ち運びに便利

(3)シートで4～5回レンズを軽く押さ

えるだけで汚れを除去

(4)個別包装であるため，開封するまで

衛生的

(5)1日使い捨てレンズを除くすべての

コンタクトレンズに使用できる

問合せ先

クラレメディカル㈱

〒100-0004東京都千代田区大手町1-1-3

TEL03-6701-1700  FAX03-6701-1805

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

剥離音のバリバリ音をパリパリ音へ

減音“マジックテープ”2タイプ

クラレファスニング

クラレファスニングでは，剥がす時

のバリバリ音をパリパリ音に小さくす

るように工夫した2タイプの“マジック

テープ”を開発，本格販売した。

“マジックテープ”特有のバリバリ音

は，盗難防止のように目立つことで商品

価値を高めることもあるが，静かな環境

では騒音として嫌われることもある。

そこで，剥離音を軽減するために，

フックの糸を通常品より大幅に細く，

本数を多くしたテープに，生地部の振

動を抑える吸音材（樹脂）を貼付した

「ソフトタイプ」と，基布を空隙のある

メッシュ状にし，音を通過させて減音

させる「メッシュタイプ」の2タイプを

開発した。

「ソフトタイプ」は，マジックテープ

を取り付ける本体生地が硬く丈夫で音

を通さない素材，例えば袋もの，カバ

ン，シューズなどの場合に，「メッシュ

タイプ」は，ニットや薄い生地で音を透

過する素材，例えば介護肌着，コルセッ

ト，サポーター，手袋などの場合にと使

い分け，幅広い分野・用途に販売する。

問合せ先

クラレファスニング㈱

〒530-8611大阪市北区梅田1-12-39　

TEL06-6348-2555  FAX06-6348-2106

　

野菜用鮮度保持シート

クックアップ シャキッと食感シート

ユニ・チャーム

ユニ・チャームは，不織布技術を活用

左：減音“マジックテープ”メッシュタイプ
中：“マジックテープ”標準品
右：減音“マジックテープ”ソフトタイプ
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した一般家庭向け野菜用鮮度保持シー

ト“クックアップ シャキッと食感シー

ト”を発売した。野菜から出る余分な水

分を吸収し，袋内を適度な湿度に保つ

ため，野菜を菌の繁殖や乾燥から守り，

1 週間経ってもみずみずしく「シャキ

シャキした食感」を保つ。

［特  長］

(1)野菜が接する側の「野菜面フィル

ム」（上層）には，無数の孔（円錐型の

穴）があり立体状。野菜から出た水分

は，この孔を透過して「水分キープ層」

（下層）に引き込まれる。「野菜面フィ

ルム」は水分が逆戻りしにくい構造で

一度吸収した水分は表面に戻らない

(2)野菜を入れる袋は，家庭にある手持

ちの袋でよい

(3)野菜の大きさに合わせてカットで

きるミシン目つきロールタイプ

問合せ先

ユニ・チャーム㈱

〒108-8575東京都港区高輪3-25-23

TEL03-3447-5111  FAX03-3449-7600

http://www.unicharm.co.jp/

スリム形状のボトル型ウェットティッシュ

シルコットウェットティッシュ　

ハンディウェット

ユニ・チャーム

ユニ・チャームは，業界ではじめての

ワンプッシュオープン機能付きスリム

なボトルタイプのウェットティッシュ

“シルコットウェットティッシュ　ハ

ンディウェット”を発売した。現在販売

されているボトルタイプの「片手で一

枚ずつ取り出せない」といった使用時

の不満を解消した。

｠［特  長］

（1）片手で持てるスリムな形状で持ち

運びに便利

（2）持ったその手で“ポン！”と押すだ

けで開いてサッと取り出せる

（3）最後の一枚まで乾かず使える

（4）ふんわり厚手のやわらかシート

（5）つめかえ用も同時発売で経済的，

環境にもやさしい。

（6）ノンアルコール・無香料

問合せ先　同上

本格的なワックスがけができる

クイックルワイパー　

ワックスコートシート

花王

花王は，本格的なワックスがけがで

きる“クイックルワイパー ワックス

コートシート”を新発売した。ワックス

剤がたっぷり入った“ワックスパック

シート”とムラなくふきのばせる“ツヤ

仕上げシート”のセットで使用する。

［特  長］

(1)クイックルワイパーに取り付ける

だけで，フローリングのワックスがけ

が立ったまま手軽にできる

(2)透明の保護ベールでコーティング

し，明るくしっとりとしたツヤのある

仕上がり

(3)透明の保護ベールが摩擦や水，汚

れからフローリングをしっかりガー

ド。美しく，長持ちさせる

(4)しっとりとしたツヤで，床が明るく

なる（高ツヤ成分配合）

(5)使用後は，ホコリがサッととれやす

く掃除も楽

(6)ムラなくのばせて，キレイに塗れる

ツインシート方式

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

歩きやすさに着目したパンツ型紙おむつ

メリーズパンツ　のびのびウォー

カー  & さらさらエアスルー

花王

花王は，元気に歩く，またはもうすぐ

歩ける赤ちゃんのために，「歩きやす

い」ことに注目したはじめてのパンツ

型紙おむつ“メリーズパンツ　のびの

びウォーカー”を発売した。

また，デリケートな肌のために，通気

性と肌ざわりにこだわった赤ちゃん用

紙おむつ“メリーズ　さらさらエアス

ルー”も同時に新発売した。　

［特  長］

〈のびのびウォーカー〉

(1)股下スッキリ・歩きやすい！「サイド

アップ吸収体」

(2)歩いてもズリ落ちない「ズレ防止ポ

イントギャザー」

(3)パンツ全体で湿気を逃がす「さらさ

らエアスルー」

(4)パンツ全体がさらにやわらかい肌

ざわり

(5)取替え時がひと目でわかる「おしっ

こお知らせサイン」
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(6)外出先で見せたくなる「全面アート

デザイン」

(7)Mサイズは6kgの赤ちゃんから可

〈さらさらエアスルー〉

(1)通気性に優れる「さらさらエアス

ルー」（同社従来品比30%アップ）

(2)すみずみまで柔らかい「ふわふわ

コットンフィール」

(3)お腹にぴったり調節できる「何度で

もテープ」

(4)すきまを作らない「うんちブロック

ギャザー」

問合せ先　同上

成長段階に合わせた構造の異なるパンツ

パンパース　はじめてのパンツ

& じぶんでパンツ

P&G

P&Gは，赤ちゃんの成長段階に合わ

せて改良された，構造が異なる2つの子

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）”と“パン

パースじぶんでパンツ（L・ビッグサイ

ズ）”を発売した。

［特  長］

〈はじめてのパンツ〉

(1)ウエスト部分が2倍以上伸びるよう

に改良され（伸ばす前との比較），はか

せやすくすることで，赤ちゃんの初め

ての立ち歩きをサポートする

(2)かわいいパンパの絵柄で赤ちゃん

の好奇心をかきたてる

〈じぶんでパンツ〉

(1)下着のようなすっきりデザイン

(2)これまでの「すくすくパンツ」から

名称変更し対象をわかりやすくした

問合せ先

〒658-0032神戸市東灘区向洋町中1-17

TEL078-845-5000  FAX078-845-6940

http://jp.pg.com/

どんな方向への伝いモレも徹底的に防ぐ

ウィスパーすきまぴったり朝まで

ガード 400

P&G

P&Gは，経血口のくぼみにあわせて

設計された日本初の3Dアーモンド形吸

収体を採用した生理用ナプキン“ウィ

スパーすきまぴったり朝までガード

400”を発売した。

［特  長］

(1)日本初！3D アーモンド形「すきま

ぴったり吸収体」がどんな方向への伝

いモレも徹底的に防ぐ

(2)ウィスパー史上最長の40cmで2日

目の夜も安心

(3)お尻を包み込む，余裕の17cm幅広

サイズのバックガード

問合せ先　同上

乳幼児用香りシート

宇津こども

夜ぐっすりアロマシート

鼻・のどすっきりアロマシート

宇津救命丸

小児用伝統薬メーカーの宇津救命丸

は，乳児の肌着の裏に貼り付けて使用

する不織布製シートにハーブなどの香

りを染み込ませた乳幼児用香りシート

を発売した。“宇津こども鼻・のどすっ

きりアロマシート”は，ローズマリーな

どの植物抽出油が鼻やのどをすっきり

させる。“宇津こども夜ぐっすりアロマ

シート”は，ラベンダーなどの植物抽出

油がおだやかで自然な眠りを誘う。

［特  長］

(1)衣服の内側に貼るだけ

(2)天然植物性の香料成分だけを使用

し，科学的評価に基づいてブレンド

(3)独自の新技術により，ハーブの香り

を24時間行きわたらせる

問合せ先

宇津救命丸㈱

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台3-3

TEL03-3291-2661  FAX03-3291-2660

http://www.uzukyumeigan.co.jp/

進入経路にはるだけで虫をシャットアウト

ムシガードはるだけ

桐灰化学

桐灰化学は，気になる虫の進入経路

にはるだけで虫をシャットアウトする

ムシガードはるだけ（ハーブミント，

ハーブレモン，無香）を発売した。

玄関，窓，ベランダなどの気になる虫

の進入経路に貼るだけで室内への進入

を防ぐ。 8mmの薄型設計なので邪魔に

ならず使用場所を問わない。虫除け効

果は約1ヵ月間。

問合せ先

桐灰化学㈱

〒532-0033大阪市淀川区新高1-10-5

　TEL06-6392-0331 FAX06-6392-0338

http://www.kiribai.co.jp
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