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日本製紙クレシア 2015 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、10 月 1 日より、秋の新商品・リニューアル商品を発売いたします。 

日本の人口が減少する中でも少子高齢化がすすみ、シニアマーケットは拡大傾向にありま

す。そこで、シニアユーザー向けにこの度、大人用紙おむつの新ブランド『肌ケア アクティ』

を立ち上げました。シニアの肌の悩みに着目して、当社グループの技術を結集した世界初の

「機能性セルロースナノファイバーを用いた超強力消臭シート」を採用しました。この『肌

ケア アクティ』を含む今秋の新商品・リニューアル商品につきましては、下記のとおり、ヘ

ルスケア、ハイジーンのカテゴリーにおいてラインアップを強化し、消費者のご要望にお応

えしてまいります。 

 

記 

《ヘルスケア》 

１．『肌ケア アクティ』シリーズ 新発売 

世界初となる「機能性セルロースナノファイバーを用いた超強力消臭 

シート」を、大人用紙おむつの新商品『肌ケア アクティ』に採用しました。 

この超強力消臭シートは、東京大学大学院農学生命科学研究科・磯貝 明教授らが開発した、

セルロースナノファイバーの製造技術を基に、日本製紙株式会社〔住所：東京都千代田区神田

駿河台 4-6、代表取締役社長：馬城文雄〕と当社が共同で開発したものです。今回『肌ケア ア

クティ』に採用し、国内・海外を通じて初めてとなる機能性セルロースナノファイバーの実用化

商品となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『肌ケア アクティ』は、吸水性・消臭性はもちろん、シニアの敏感な肌へのやさしさを大切に考

えた商品です。加齢とともに弱くなる肌をやさしくいたわりながら、肌につけている間も気持ちよ

く過ごせるようにという想いを込めて開発したものです。 

肌のことを考え、新開発の立体シート「立体さらっふわっ快適シート」、機能性セルロースナノフ

ァイバーを用いた、気になる尿・汗・便臭をやわらげる抗菌・消臭効果のある「超強力消臭シー

ト」、身体にフィットする「吸収体スリット構造」を採用し、快適なはき心地を実現しています。 

   「超強力消臭シート」は、従来消臭の難しかった便臭にも効果、従来品と比べて 3倍以上です。 
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２．『ポイズ® 肌着ごこちパンツ』 リニューアル 

超うす型尿ケア専用紙パンツ『ポイズ® 肌着ごこちパンツ』は、 

全面にわたって通気性が高く、伸縮性の良い布感覚素材を 

使用しているので、はきやすく、身体にしっかりフィットします。 

また、足まわりもすっきりして動きやすいので、ご好評をいた 

だいております。今回、吸収体の形状を女性用、男性用共に 

改良することで、フィット感を更に高め、肌着のように見た目も 

スッキリになりました。また、消臭ポリマーの効果でニオイも安 

心です。サイズはＭ/Ｌサイズの 2サイズ、吸収量は 1回分 

（吸収量 150cc）、2回分（吸収量 300cc）のラインアップで、 

ベースカラーは従来品同様、女性用はピンクベージュ、男性 

用はスタイリッシュブルーとなっています。 

 

 

３．『ポイズ® パッド お徳パック』 新発売 

軽い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®パッド』の 

ラインアップを拡充し、『軽快ライト（吸収量 55ｃｃ）』 

『安心スーパー（吸収量 220ｃｃ）』『超吸収ワイド 

（吸収量 300ｃｃ）』のお徳パック（大入り枚数品）を 

新発売します。この 3 種類を拡充することにより、『ポイズ®パッド』の全てのラインアップにお徳

パックが揃い、お客様のまとめ買い需要にお応えできるようになりました。 

 

 

《ハイジーン》 

４．『スコッティⓇ シートウォッシュ for トイレット』新発売 

厚手タイプで強度があり使用後も安心して流せるトイレのお掃除 

シート『スコッティ® シートウォッシュ for トイレット』を新発売します。 

従来品と比べて、厚くて約 2倍の強度がある、新シートを採用。 

「厚手で破れにくく、1枚でしっかり拭ける」新シートは、忙しくて 

毎日のお掃除が難しいときでも、1回のお掃除でしっかりとトイレを 

きれいにすることができます。トイレに流すときのほぐれやすさにも 

こだわり、使用後も安心して流すことができます。 

シートは、除菌効果に消臭機能をプラス。お掃除後のトイレ空間を癒してくれる、リラックスハーブ

ミントの香りつきです。ボックスは、シートが乾きにくい高気密設計。おしゃれなボーダー柄とドット

柄の 2デザインを採用し、清潔感があり、シンプルでトイレ空間になじむデザインです。 

 

 

 

 

 

 

女性用 

男性用 

軽快ライト 安心スーパー 超吸収ワイド 

本体 つめかえ用 つめかえ用 2 コパック 



 

５．『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』リニューアル 

天然除菌成分のグレープフルーツ種子エキスを配合し、無香料・ 

パラベンフリーのノンアルコールタイプのウェットティシューです。 

『ディズニー Boy’s 30枚』のパッケージは水色ベース、男女を 

問わず人気の定番キャラクター「ドナルドダック」を新たに採用 

しました。また、『ディズニー Girl’s 30枚』は、ピンク色をベース 

としたパッケージに「ミニーマウス」を全面にあしらったデザインと 

なっています。 

当社は、食べる前やおもちゃを使用して遊ぶときは、お子様も 

お母様も大好きなディズニーキャラクターパッケージデザインのウェットティシューを楽しくお使い

いただきながら、いつも自分で手をキレイにするといった清潔習慣を身につけることを、今後も提

唱してまいります。 

 

 

 

 

《製品概要》 

■ 発売日 2015年 10月 1日 

■ 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 

※リニューアル品は、発売日が前後する場合もございます。 

※価格は全てオープン価格です 

 

1. 『肌ケア アクティ ふんわりフィット 気持ちいい うす型パンツ M-Lサイズ 22枚』 

■ ウエストサイズ 60～90ｃｍ  〔吸収量の目安：おしっこ約 2回分〕 

『肌ケア アクティ ふんわりフィット 気持ちいい うす型パンツ L-LLサイズ 20枚』 

■ ウエストサイズ 80～130ｃｍ  〔吸収量の目安：おしっこ約 2回分〕 

『肌ケア アクティ ふんわりフィット 気持ちいい 紙パンツ用尿とりパッド 2回分吸収 34枚』 

■ パッドサイズ 14.5×43.5ｃｍ  〔吸収量の目安：おしっこ約 2回分〕 

『肌ケア アクティ ふんわりフィット 朝までぐっすり 尿とりパッド 6回分吸収 27枚』 

■ パッドサイズ 30×57ｃｍ  〔吸収量の目安：おしっこ約 6回分〕 

『肌ケア アクティ ふんわりフィット 朝までぐっすり尿とりパッド 8回分吸収 18枚』 

■ パッドサイズ 32×63ｃｍ  〔吸収量の目安：おしっこ約 8回分〕 

 

2. 『ポイズⓇ 肌着ごこちパンツ 女性用 1回分 Mサイズ 8枚』 

■ ウエストサイズ 60～90ｃｍ  〔吸収量の目安：約 1回分（約 150ｃｃ）〕 

『ポイズⓇ 肌着ごこちパンツ 女性用 1回分 Lサイズ 8枚』 

■ ウエストサイズ 80～130ｃｍ  〔吸収量の目安：約 1回分（約 150ｃｃ）〕 

『ポイズⓇ 肌着ごこちパンツ 女性用 2回分 Mサイズ 8枚』 

■ ウエストサイズ 60～90ｃｍ  〔吸収量の目安：約 2回分（約 300ｃｃ）〕 

『ポイズⓇ 肌着ごこちパンツ 女性用 2回分 Lサイズ 8枚』 

■ ウエストサイズ 80～130ｃｍ  〔吸収量の目安：約 2回分（約 300ｃｃ）〕 

『ポイズⓇ 肌着ごこちパンツ 男性用 1回分 Mサイズ 8枚』 

■ ウエストサイズ 60～90ｃｍ  〔吸収量の目安：約 1回分（約 150ｃｃ）〕 
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『ポイズⓇ 肌着ごこちパンツ 男性用 1回分 Lサイズ 8枚』 

■ ウエストサイズ 80～130ｃｍ  〔吸収量の目安：約 1回分（約 150ｃｃ）〕 

『ポイズⓇ 肌着ごこちパンツ 男性用 2回分 Mサイズ 8枚』 

■ ウエストサイズ 60～90ｃｍ  〔吸収量の目安：約 2回分（約 300ｃｃ）〕 

『ポイズⓇ 肌着ごこちパンツ 男性用 2回分 Lサイズ 8枚』 

■ ウエストサイズ 80～130ｃｍ  〔吸収量の目安：約 2回分（約 300ｃｃ）〕 

 

3. 『ポイズⓇパッド 軽快ライト 42枚 お徳パック』    ※吸収量の目安 55ｃｃ 

■ サイズ (幅×高×奥行) 240×156×90mm〔パッドサイズ：8.5×23.0cm〕 

『ポイズⓇパッド 安心スーパー 20枚 お徳パック』   ※吸収量の目安 220ｃｃ 

■ サイズ (幅×高×奥行) 200×216×115mm〔パッドサイズ：12.0×35.0cm〕 

『ポイズⓇパッド 超吸収ワイド 女性用 18枚 お徳パック』 ※吸収量の目安 300ｃｃ 

■ サイズ (幅×高×奥行) 200×216×115mm〔パッドサイズ：16.0×35.0cm〕 

 

4. 『スコッティⓇ シートウォッシュ for トイレット 10枚』 

  ※デザインは、「ボーダー柄」と「ドット柄」の 2種類です。 

■ サイズ (幅×高×奥行) 115×140×100mm （シートサイズ：220mm×320mm） 

『スコッティⓇ シートウォッシュ for トイレット 10枚 つめかえ用』 

■ サイズ (幅×高×奥行) 95×175×50mm （シートサイズ：220mm×320mm） 

『スコッティⓇ シートウォッシュ for トイレット 10枚 つめかえ用 2 コパック』 

■ サイズ (幅×高×奥行) 100×190×105mm （シートサイズ：220mm×320mm） 

 

5. 『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』 

■ サイズ (幅×高×奥行) 75×180×30mm （シートサイズ：140mm×200mm） 

『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』 

■ サイズ (幅×高×奥行) 75×180×30mm （シートサイズ：140mm×200mm） 

 

 

以上 


