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日本製紙クレシア 2016 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（ポイズ®肌ケアパッド 超スリムは 10 月 21 日より）、

2016 秋の新商品・リニューアル商品を発売いたします。 

今秋の新商品・リニューアル商品につきましては、トイレットティシュー、ティシューペーパー、ヘル

スケア（軽失禁）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。今回のトイレットティシューの新商品は、トイレットティシューに求める吸水性とやわらかでふっく

らとした厚手のボリューム感の両方の品質感を満たすよう新開発した 3 枚重ねの『クリネックス® フ

レル』を新発売。ティシューペーパーでは、日本で発売して半世紀以上となる「クリネックス®」から、

肌にやさしいティシューの『アクアヴェール』をさらになめらかでしなやかな肌ざわりにリニューアルし

ます。また、軽失禁カテゴリーでは、「尿モレの悩みをひとりの悩みにしない」をコンセプトに商品開

発をすすめ、2016 年春に『ポイズ® 肌ケアパッド』に新採用した「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『ポイズ® さらさら吸水ライナー』と『ポイズ® 肌ケアパッド 超スリム』に

採用し、リニューアルします。 

記 

《トイレットティシュー》 

１．『クリネックス® フレル 8 ロール』 新発売 

 年々温水洗浄便座の普及率が増加し、二人以上 

世帯の 81.2％まで増えてきています（内閣府 消費動 

向調査 2016 年 3 月調査）。 

当社の調査によると、温水洗浄便座を自宅で毎回 

使う方は 6割を超える結果となっており、トイレットティ 

シューを購入する際には、やわらかさが最も重視され 

ていますが、温水洗浄便座の普及により 3割以上の 

方は、その他に「厚さ」「丈夫さ」「吸水力の高さ」という拭く時の安心感を望んでいることがわかり

ました。そこで、やわらかでふっくらとした厚手の 3 枚重ねのシートを基本設計として、3 枚のシー

トがはがれにくく、丈夫でやぶれにくさを重視した“しっかりごこち”と、3 枚のシートと空気の層の

重なりで生まれた、ふんわりとした肌ざわりを重視した“ふんわりごこち”の 2 アイテムを新発売い

たします。 

 

《ティシューペーパー》 

2．『クリネックス® ティシュー アクアヴェール』 リニューアル 

ティシューペーパーは、鼻をかむ以外にも、食後に口を 

拭いたり、お化粧直しをしたりといった「顔まわり」に使用 

する場面や、ちょっとした汚れを拭くなど、さまざまな使い 

方があります。その中で、『クリネックス®ティシュー アクア 

ヴェール』は、毎日のお肌ケア専用に使用するティシュー 

ペーパーとして 2011年に発売し、ご好評いただいております。 5箱パック 3箱パック 

しっかりごこち ふんわりごこち 



今回のリニューアルでは、新たに、植物性油脂のシアバターを配合。 

また、うるおい成分※1を通常のティシュー※2の約 3.8倍とすることで、な 

めらかでしなやかな肌ざわりを実現。風邪、花粉の特別な時だけでなく、 

メイク時や日常のあらゆるお肌のケアにおすすめの商品となっています。 

※1 うるおい成分：水分+保湿成分「グリセリン」 ※2通常のティシュー：当社保湿成分非配合商品 

 

《ヘルスケア（軽失禁）》 

3．『ポイズ® 肌ケアパッド 超スリム』 リニューアル 

  

 

 

 

 

 

 

 

吸水ケアに対する関心は年々高まっており、軽失禁商品市場は、今後も引き続き成長が見込

まれています。スリムタイプのパッドをご使用の方は、パッドが薄いことを重視し購入していること

から、更なるスリム化に向け開発を続けてまいりました。『安心の中量用（60ｃｃ）』、『多い時も安

心用（110ｃｃ）』、『長時間も安心用（160ｃｃ）』は、パッドの薄さを約 3ｍｍから約 2.3ｍｍに、『多い

時・長時間も安心用（190ｃｃ）』、『特に多い時・長時間も安心用（230ｃｃ）』は、パッドの薄さを約 4.5

ｍｍから約 3.5ｍｍと、現行品に比べ約 20％薄くスリムになり、これに伴いパッケージサイズもコ

ンパクトになっています。また、植物由来の新素材“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、気になる尿・汗などのニオイを消臭して、安心してお使いいただける

ようリニューアルしています。 

  

4．『ポイズ® さらさら吸水ライナー』 リニューアル 

当社のこれまでの調査によると、尿モレの経験者の半数以上の方が専用品を使用せず、未対

処や代用品を使用する傾向があります。また、軽失禁商品は、外出時や体を動かすときに使用

されているシーンが多く、ニオイが気になるために使用されていることがわかりました。そこで、今

回のライナータイプは、植物由来の新素材“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、気になる尿・汗などのニオイを消臭して、安心してお使いいただけるようリニュ

ーアルしています。パッケージも、これまでのイメージを踏襲しながら、明るくポップなデザインに

変更いたしました。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4 コパック 12 コパック 

微量用 少量用 安心の中量用 安心の少量用 

立体ｷﾞｬｻﾞｰなし 

安心の少量用 

羽つき 

中量用 安心の少量用 

安心の中量用 多い時も安心用 特に多い時・長時間も

安心用 

長時間も安心用 多い時・長時間も

安心用 



■商品名／個装入数／価格 

 商品名 個装入数 価格 

 

 

 

 

クリネックス フレル 

しっかりごこち 8ロール 

200 カット 

25m×8ロール 
オープン価格 

 

 
クリネックス フレル 

ふんわりごこち 8ロール 

200 カット 

25m×8ロール 
オープン価格 

 
クリネックスティシュー  

アクアヴェール 5箱パック 

360枚（180組）

×5箱パック 
オープン価格 

 
クリネックスティシュー  

アクアヴェール 3箱パック 

360枚（180組）

×3箱パック 
オープン価格 

 
クリネックスティシュー  

アクアヴェール ポケット 4コパック 

28枚（14組）× 

4 コパック 
オープン価格 

 
クリネックスティシュー  

アクアヴェール ポケット 12 コパック 

28枚（14組）× 

12 コパック 
オープン価格 

 商品名 
吸収量の 

目安 

希望小売 

価格（税抜） 
 

ポイズ 肌ケアパッド 超スリム  

安心の中量用 22枚 
60ｃｃ 1,080円 

 

ポイズ 肌ケアパッド 超スリム  

多い時も安心用 20枚 
110ｃｃ 1,080円 

 

ポイズ 肌ケアパッド 超スリム  

長時間も安心用 16枚 
160ｃｃ 1,080円 

 

ポイズ 肌ケアパッド 超スリム  

多い時・長時間も安心用 14枚 
190ｃｃ 1,080円 

 

ポイズ 肌ケアパッド 超スリム  

特に多い時・長時間も安心用 12枚 
230ｃｃ 1,080円 

 

ポイズ さらさら吸水ライナー 微量用 16枚  10ｃｃ 250円 

 

ポイズ さらさら吸水ライナー 微量用 30枚 10ｃｃ 460円 

 

ポイズ さらさら吸水ライナー 微量用 60枚  

お徳パック 
10ｃｃ オープン価格 

 

ポイズ さらさら吸水ライナー 少量用 14枚 20ｃｃ 250円 



 

ポイズ さらさら吸水ライナー 少量用 26枚 20ｃｃ 460円 

 

ポイズ さらさら吸水ライナー 少量用 52枚  

お徳パック 
20ｃｃ オープン価格 

 

ポイズ さらさら吸水ライナー 安心の少量用 

12枚  
40ｃｃ 250円 

 

ポイズ さらさら吸水ライナー 安心の少量用  

22枚 
40ｃｃ 460円 

 

ポイズ さらさら吸水ライナー 安心の少量用  

44枚 お徳パック 
40ｃｃ オープン価格 

 

ポイズ さらさら吸水ライナー 安心の少量用  

立体ギャザーなし 22枚 
40ｃｃ 460円 

 

ポイズ さらさら吸水ライナー 安心の少量用  

羽つき 20枚 
40ｃｃ 460円 

 

ポイズ さらさら吸水ライナー 中量用 16枚 70ｃｃ 460円 

 

ポイズ さらさら吸水ライナー 安心の中量用 

12枚 
100ｃｃ 460円 

 

 

■発売日／地域 

2016年 10月 1日（ポイズ® 肌ケアパッド 超スリムは 10月 21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 

 


