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日本製紙クレシア 2017 秋の新商品・リニューアル商品  
 

日本製紙グループの日本製紙クレシア株式会社〔住所：東京都千代田区神田駿河台 4-6、代表

取締役社長：南里泰徳〕は、2017 年秋の新商品・リニューアル商品を 10 月 1 日より発売いたしま

す。今秋の新商品・リニューアル商品につきましては、ヘルスケア（軽失禁）、トイレットロール、ティ

シューペーパー、ウェットティシューのカテゴリーにおいてラインアップを強化してまいります。 

今回、今後も拡大が予想される軽失禁市場の中で、尿モレのための吸水ケア専用品としてご愛

顧いただいている「ポイズⓇ」シリーズから、初めての方、軽めの方におすすめの「ポイズⓇ 肌ケア

パッド 少量用」を新発売します。また、プレミアムトイレットロールの「クリネックスⓇ システィ」と「クリ

ネックスⓇ ソフティ」は、よりふんわりなめらかにリニューアル、「クリネックスⓇ ローションティシュー 

エックス」は新たにシアバターを配合し、しっとり感にこだわったプレミアムローションティシューとし

てリニューアルします。ディズニーキャラクターデザインのティシューペーパー、ウェットティシューも

パッケージデザインを一新します。 

 

《ヘルスケア（軽失禁）》 

１．『ポイズⓇ 肌ケアパッド 少量用』 新発売 

今後も拡大が予想される軽失禁市場の中で、尿モレのための吸水ケア 

専用品として多くの方々からご愛顧いただいている『ポイズⓇ』シリーズから 

初めての方、軽めの方にお勧めの『ポイズⓇ 肌ケアパッド少量用（25cc）』を 

ラインアップに追加いたします。 

話題の新素材・植物由来のセルロースナノファイバーに抗菌・消臭効果 

のある金属イオンを保持させた「機能性セルロースナノファイバー」を世界 

で初めて用いた超強力消臭シートを採用し、気になる尿や汗などの臭いを 

しっかり消臭します。 

《トイレットロール》 

２．『クリネックスⓇ システィ』 『クリネックスⓇ ソフティ』 リニューアル 

1970年に『スコット ソフティ 4R』のプレミアムトイレットロールを発売以来、これまで多くのお客

様ご愛用いただいている、ロールのプリントにこだわった『クリネックスⓇ システィ』とロールの色に

こだわった『クリネックスⓇ ソフティ』を、リニューアル発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

＜リラックスブルー＞ ＜ハピネスピンク＞ ＜エレガントパープル＞ 

＜ピュアホワイト＞ ＜ウォーターブルー＞ ＜ペールピンク＞ 



 

パルプ配合にもこだわり、ふんわり、なめらかな肌ざわりになりました。当社独自のマイクロエ

ンボス加工で、真のやわらかさを追求しました。消臭成分リンゴ酸※配合のロール芯の力で、トイ

レ内のアンモニア臭を中和させて軽減します。また、無香料なので、お好みの芳香剤が楽しめま

す。     ※リンゴ酸に臭いはありません。 

『クリネックスⓇ システィ』は花柄のデザインも新しく 

＜リラックスブルー＞と＜ハピネスピンク＞は、小さく 

可憐な花をイメージしたデザイン。＜エレガントパープ 

ル＞は、優雅で上品な花をイメージしたデザインです。 

『クリネックスⓇ システィ』『クリネックスⓇ ソフティ』ならではの、ふんわりやさしい品質と、プリン

ト柄やロールの色にこだわったトイレットロールが、トイレ空間に癒しのひとときをお届けします。 

 

 

《ティシューペーパー》 

３．『クリネックスⓇ ローションティシュー エックス』 リニューアル 

『クリネックスⓇ』ブランドのティシューペーパーは、 

1964年に日本で発売して以来 50年以上、これまで 

多くのお客様にご愛用いただいています。その中で 

も『クリネックスⓇ ローションティシュー エックス』は、 

「鼻をかむ」こと、そして「肌へのやさしさ」に、特に 

こだわったプレミアムローションティシューとして、 

風邪や花粉症、お肌の弱い方などに、お勧めする 

商品です。 

この度、「シアの木」の種子から採れる植物性 

油脂のシアバター成分を新たに配合し、当社独自 

のシートの両面にローション液を塗工する「サンド 

イッチ製法」で「しっとり」とした使い心地を実現し 

ています。 

 

 

《ハイジーン（ウェットティシュー）》 

４．『スコッティⓇ ノンアルコール除菌ウェットティシュー ディズニー Girl’s』 

『スコッティⓇ ノンアルコール除菌ウェットティシュー ディズニー Boy’s』 リニューアル 

男女ともに幅広い世代に人気のディズニー キャラクターを 

パッケージに配した『スコッティⓇ ノンアルコール除菌ウェット 

ティシュー ディズニー Girl’s 30枚』と『スコッティⓇ ノンアル 

コール除菌ウェットティシュー ディズニー Boy’s 30枚』の 

デザインを一新します。 

 

お子様のおもちゃや身のまわりをしっかり除菌でき、ノン 

アルコール、天然除菌成分配合などで、手や口まわりの汚 

れ落としにもお使いいただけるウェットティシューです。 

 

ポケット 

 4 コパック 

ポケット  

15 コパック 

ディズニー  

Boy’s 30枚 

ディズニー  

Girl’s 30枚 

3箱パック 



《ティシューペーパー》 

５．『クリネックスⓇ ローションティシュー ディズニー プー はちみつエキス』 リニューアル 

長編映画「くまのプーさん」公開から今年、 

40周年を迎える人気のディズニー キャラクター 

「くまのプーさん」がパッケージに描かれた『クリ 

ネックスⓇ ローションティシュー ディズニー プー 

はちみつエキス』を、ボックスタイプ、ポケットタイ 

プともにデザインを一新します。 

 はちみつエキス入りの高品質なローションを配 

合し、当社独自の技術で「しっとり」「ふんわり」な 

やさしい肌ざわりに仕上げたローションティシュー 

です。 

  

 

 

 

 

 

 

■商品名／個装入数／価格 

 商品名 吸水量の目安 価格 

 ポイズ 肌ケアパッド 

少量用 30枚 

 

25ｃｃ 

（パッドサイズ： 

23cm） 

オープン価格 

 商品名 個装入数 価格 

 

 

 

クリネックス  

システィ 4ロール（ダブル） 

＜リラックスブルー＞ 

4 ロール オープン価格 

 

 

 

クリネックス  

システィ 4ロール（ダブル） 

＜ハピネスピンク＞ 

4 ロール オープン価格 

 

 

 

クリネックス  

システィ 4ロール（ダブル） 

＜エレガントパープル＞ 

4 ロール オープン価格 

 

 

 

クリネックス  

ソフティ 4ロール（ダブル） 

＜ピュアホワイト＞ 

4 ロール オープン価格 

 

 

 

クリネックス  

ソフティ 4ロール（ダブル） 

＜ウォーターブルー＞ 

4 ロール オープン価格 

ポケット 

ボックス 



 商品名 個装入数 価格 

 

 

 

クリネックス  

ソフティ 4ロール（ダブル） 

＜ペールピンク＞ 

4 ロール オープン価格 

 クリネックス  

ローションティシュー エックス 

 

360枚（180組） オープン価格 

 クリネックス  

ローションティシュー エックス 

3箱パック 

360枚（180組）

×3箱パック 
オープン価格 

 クリネックス  

ローションティシュー エックス 

ポケット 4 コパック 

24枚（12組） 

×4 コパック 
オープン価格 

 クリネックス  

ローションティシュー エックス 

ポケット 15 コパック 

24枚（12組） 

×15 コパック 
オープン価格 

 スコッティ  

ノンアルコール除菌ウェットティシュー  

ディズニー Girl’s  30枚 

30枚 オープン価格 

 スコッティ  

ノンアルコール除菌ウェットティシュー  

ディズニー Boy’s  30枚 

30枚 オープン価格 

  

クリネックス ローションティシュー 

ディズニー プー はちみつエキス 

 

300枚（150組） オープン価格 

 クリネックス ローションティシュー  

ディズニー プー はちみつエキス  

ポケット 4 コパック 

20枚（10組）×

4 コパック 
オープン価格 

 

  

■発売日／地域 

2017年 10月 1日／全国 
※リニューアル品は、発売日が前後する場合もございます。 

 以上  


