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日本製紙クレシア  2014 春の新商品・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、4 月 21 日より春の新商品・リニューアル商品を発売します。 

当社は独自のマーケティング調査を継続して実施することにより、消費者ニーズへのきめ細

やかな対応を図る商品開発を行ってまいりました。今回も、実際に商品を使用される消費者の

皆様のご要望を分析し、ヘルスケア、トイレットティシュー、フェイシャルティシュー、キッチンの

各カテゴリーにおいて、下記の通り、新商品・リニューアル商品を発売いたします。商品機能の

充実により新たな需要喚起を目指すとともに、消費者ニーズに多面的にお応えするラインアッ

プ強化を図っています。 

 
記 

 

《ヘルスケア》 

1. 超うす型吸水ショーツ『ポイズⓇお出かけショーツ 肌着ごこち』を新発売 

軽失禁市場は 2 ケタ伸長を続け、吸水ケアに対する理解の高ま

りとともに、今後も成長が見込まれるカテゴリーです。この度、日

本で初めて発売されたナプキンタイプの吸水ケア専用品で、女

性用・男性用ともにご好評いただいている『ポイズⓇ』シリーズか

ら、おしゃれにはける「肌着のような色とはきごこち」の布感覚吸

水ショーツを新発売します。超うす型で伸縮性の高い布感覚素

材を使用することにより、体にしっかりフィットします。足まわりも

すっきりしているので、上げ下げしやすく、アウターに響きにくくな

っています。ムレにくい全面通気性と消臭ポリマーの効果でニオ

イを軽減、安心して使用できます。1 枚あたり吸収量は排尿 2 回

分（1 回分は 150ｃｃとして）で、安心の吸収力です。 

サイズはＭ（ウエストサイズ 60～90cm）と、Ｌ（ウエストサイズ 80

～130cm）をご用意しています。 

 
 
2. 男性の軽い尿モレに『ポイズⓇライナー アタッチガード男性用 10 枚』新発売 

当社の調査によると、男性尿モレ経験者の中で、尿モレの起こる場

面は、トイレの直後や行く直前に多いことがわかりました。また、男

性軽失禁経験者は、専用品を使用されていない方が圧倒的に多い

といった現状もわかりました。そこで軽い尿モレを起こしがちな男性

向けに開発したのが『ポイズⓇライナー アタッチガード男性用 10 枚』

です。厚さ 3ｍｍで目立たず、やわらかくて動きやすい一方で、長い

ズレ止めテープでしっかり固定することができ、着けているのを忘れ

るほどすっきりした装着感を実現。吸収体は安心の幅広形状で、ポ

リマーの消臭効果で、ニオイを軽減します。 
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3. 『アクティⓇ W で消臭パンツ うす型タイプ/長時間タイプ』リニューアル 

高齢化社会を背景に、大人用紙おむつをはじめとした介護用品市場

は伸長しており、大人用紙おむつの中でも「パンツタイプ」は、需要の

拡大により、毎年堅調な成長を続けています。 

 『アクティⓇ W で消臭パンツ うす型タイプ』は、うす型に特に着目し、

厚さ 3mm を実現したことにより、はき心地も軽やかになりました。また、

銀イオンシートと消臭ポリマーで従来品より初期のニオイ残量を 20％

軽減するとともに、発生するニオイを継続的に減少させるよう、さらに

消臭力がアップしているのが特長です。 

また、『アクティⓇ W で消臭パンツ長時間タイプ』は、吸収体の構造を

工夫することで、より“ふっくら”と、さらに“フィット”し、長時間のお出掛

けでも今まで以上に安心してお使いいただけるようになりました。 

サイズはそれぞれ、M-L（ウエストサイズ 60～90cm）と、L-LL（ウエスト

サイズ 80～130cm）のラインアップをご用意しています。 

 
 

4. 温めても使える！個包装で衛生的な介護用ウェットティシュー 

『アクティⓇ 温めても使えるからだふきタオル 超大判・個包装 20 本』新発売 

高齢者を介護する様々な場面において、介護者の体力的、精神的

負担を軽減することが社会的な課題となっています。そこで、当社

は介護者の負担を少しでも軽減することを目指し、様々な介護作業

を支援するアイテム『アクティⓇラクケアシリーズ』を展開しています。 

この度、その『アクティⓇ ラクケアシリーズ』から、個包装のまま電子レ

ンジやタオルウォーマーなどで温められ、快適な温度でお使いいただ

けるウェットティシュー、『アクティⓇ  温めても使えるからだふきタオル

超大判・個包装 20 本』を発売します。必要な分だけ開封して使える

ので衛生的、且つ 1 枚でもしっかり拭ける厚手で大判サイズ（60cm×

30cm）のやわらかシートは、「素肌と同じ弱酸性」でお肌にやさしく、ノ

ンアルコール、無香料で、アロエエキスを配合しています。 

 

 

 

《トイレットティシュー》 

5. 当社独自のスムージング製法としなやか成分配合『クリネックスⓇ さらしな 12 ロール』新発売  

『クリネックスⓇ 12 ロール』もトイレの嫌なニオイを軽減する消臭機能を採用してリニューアル 

ハイクオリティセグメントのトイレットロールは、「ダブル」の需要が

年々拡大する傾向にあり、「ダブル」ユーザーは、「シングル」ユーザ

ーよりも、トイレットロールの品質に関してより「やわらかさ」や「肌ざ

わりの良さ」を求めています。このようなお客様のニーズにお応えし

て、今回新発売するのが『クリネックスⓇ さらしな 12 ロール』。当社

独自のスムージング製法としなやか成分の配合により、表裏差の

少ない、さらっとしなやかな肌ざわりを実現することができました。ホ

ワイトブーケの香りつきで、温水洗浄器を使用しない方にもおすす

めです。 

うす型タイプ 

長時間タイプ 

さらしな（ダブル） 
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また、『クリネックスⓇ 12 ロール』に、トイレ内の嫌なニオイを軽減 

する消臭機能を採用。トイレットロールの芯にリンゴ酸などを配合 

し、「芯の力で消臭機能」を発揮することで、「アンモニア臭」を中 

和して消臭するとともにトイレの嫌なニオイを軽減するようにしま 

した。 

 

 

 

《フェイシャルティシュー》 

6. プレミアムティシューとして発売から 30 年『スコッティⓇ カシミヤ』リニューアル 

『スコッティⓇ カシミヤ』は、「紙づくりの本質」にこだわり、ティシュー

本来の“ふんわり”感を実現したプレミアムティシューです。1985 年

に発売して以来、継続してお使いいただいているお客様が多く、当

社商品の中でも根強い人気を誇るブランドの一つになります。 

今回は、新パッケージデザインとして、白を基調としたシンプルさに

加えて、シルバーをポイントに使い、「蔦（つた）」のイメージをデザイ

ンした「アイヴィエンボス」を採用。発売当初から変わらない、『スコッ

ティⓇ カシミヤ』の高級感あふれる既存デザイン「エンボス」はその

まま残し、「アイヴィエンボス」と 2 種類のパッケージデザインを展開

します。いずれも、箱にエンボス加工を施すことで、『スコッティⓇ カ

シミヤ』の統一されたイメージを表現しました。 

また、洗面所やドレッサーなど狭い場所にお使いいただくのに便利

なコンパクトサイズの「キューブ」も同時にリニューアルします。 

 
 
7. 普段使いをより上質にする『クリネックスⓇ やわらかフィール』をリニューアル発売 

今回リニューアル発売する『クリネックスⓇ やわらかフィール』は、

厚みがあるのに“やわらかさ”にもこだわったハイクオリティティシ

ューです。「しっかり感」と「やわらかさ」を兼ね備え、普段使いをよ

り上質にする「ワンランク上の使い心地」を実現しています。 

新パッケージは、クリネックスティシューを象徴する「ウェーブデザ

イン」を基調に、インテリアになじみやすいパステルカラーのデザ

インを採用。今回のリニューアル発売から、単身者・独身者向け

の 3 箱パックと、家族で使える 5 箱パックを新たにラインアップしま

した。 

 
 

《キッチン》 

8. お皿などへの密着性がさらにアップ！ 

『スコッティⓇファイン ふんわりピタッとラップ』リニューアル 

『スコッティⓇファイン』ブランドは“キッチンにあたらしい便利と快適を”

をコンセプトにデザインされた、キッチン空間提案型ブランドです。 

『スコッティⓇファイン ふんわりピタッとラップ』は、環境にやさしく安

全なフィルム素材（ポリエチレン・ポリメチルペンテン）の 5 層構造。

エンボス（変更なし） 

アイヴィエンボス 

キューブ 

5 箱パック 

シングル     ダブル 

22cm×50m 
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「ふんわりピタッと」お皿や食品等にラップをかけることができ、耐熱

温度も 180℃と高いので、電子レンジを使って調理や温め直しする

のにおすすめのラップです。 

今回のリニューアルでは、消費者がラップを使用する際の最重視項

目である「器にピタッと密着する」に着目し、ラップの厚み、強度はそ

のままに、フィルム表面の粘着性をより高めることで、お皿など容器

への密着性をアップ。おにぎりの包みや食品の冷凍保存といった用

途にも、さらに使いやすくなりました。また、パッケージには使用シー

ンの写真を載せることで、商品特長をわかりやすくお伝えしています。

当社独自のマグネットバー「くっつくん」を装着することで、冷蔵庫な

どに付けて便利に使用することもできます。 

 

 

 

 

《製品概要》 

■ 発売日 2014 年 4 月 21 日   ※リニューアル品は、発売日が前後する場合もございます。 

■ 発売地域 全国 

■ 取扱店 ドラッグストア、スーパーマーケット、ホームセンターなど 

 

1. 『ポイズⓇお出かけショーツ 肌着ごこち 女性用 M 10 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )   190×180×116mm [ウエストサイズ：60～90cm] 

■ 価格 オープン価格 

『ポイズⓇお出かけショーツ 肌着ごこち 女性用 L 9 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )   182×200×120mm [ウエストサイズ：80～130cm] 

■ 価格 オープン価格 

 

2. 『ポイズⓇライナー アタッチガード 男性用 10 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 ) 134×120×50mm  

[パッドサイズ：12.5×19.0cm、吸収量の目安：15ｃｃ] 

■ 価格 オープン価格 

 

3. 『アクティⓇW で消臭パンツ うす型タイプ M-L 16 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )  215×350×190mm  [ウエストサイズ：60～90cm] 

■ 価格 オープン価格 

『アクティⓇW で消臭パンツ うす型タイプ L-LL 14 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )  215×360×190mm [ウエストサイズ：80～130cm] 

■ 価格 オープン価格 

『アクティⓇW で消臭パンツ 長時間タイプ M-L 18 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )  265×350×190mm  [ウエストサイズ：60～90cm] 

■ 価格 オープン価格 

『アクティⓇW で消臭パンツ 長時間タイプ M-L 9 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )  265×175×190mm  [ウエストサイズ：60～90cm] 

■ 価格 オープン価格 

『アクティⓇW で消臭パンツ 長時間タイプ L-LL 16 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )  265×360×190mm [ウエストサイズ：80～130cm] 

■ 価格 オープン価格 

30cm×20m 

30cm×50m 



5 

 

『アクティⓇW で消臭パンツ 長時間タイプ L-LL 8 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )  265×180×190mm [ウエストサイズ：80～130cm] 

■ 価格 オープン価格 

 

4. 『アクティⓇ温めても使えるからだふきタオル 超大判・個包装 20 本』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )   180×205×50mm [シートサイズ：600mm×300mm] 

■ 価格 オープン価格 

 

5. 『クリネックスⓇさらしな 12 ロール（ダブル）』  

■ サイズ(幅×高×奥行 )  204×342×204mm 〔25ｍ（ホワイトブーケの香りつき）〕 

■ 価格 オープン価格 

『クリネックスⓇ 12 ロール（シングル）』  

■ サイズ(幅×高×奥行 )  204×342×204mm 〔60ｍ（無香料）〕 

■ 価格 オープン価格 

『クリネックスⓇ 12 ロール（ダブル）』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )  204×342×204mm 〔30ｍ（無香料）〕 

■ 価格 オープン価格 

 

6. 『スコッティⓇカシミヤ』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )  248×109×121mm 〔440 枚（220 組）〕 

■ 価格 オープン価格 

『スコッティⓇカシミヤ キューブ』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )  112×120×112mm 〔160 枚（80 組）〕 

■ 価格 オープン価格 

 

7. 『クリネックスⓇやわらかフィール 3 箱パック』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )  244×225×118mm 〔320 枚（160 組）×3 箱パック〕 

■ 価格 オープン価格 

『クリネックスⓇやわらかフィール 5 箱パック』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )  244×375×118mm 〔320 枚（160 組）×5 箱パック〕 

■ 価格 オープン価格 

 

8. 『スコッティⓇファイン ふんわりピタッとラップ 22ｃｍ×50ｍ』 

■ サイズ(幅×高×奥行 ) 230×47×47mm 

■ 価格 オープン価格 

『スコッティⓇファイン ふんわりピタッとラップ 30ｃｍ×20ｍ』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )  315×41×41mm 

■ 価格 オープン価格 

『スコッティⓇファイン ふんわりピタッとラップ 30ｃｍ×50ｍ』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )  315×46×46mm 

■ 価格 オープン価格 

 

以上 


