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日本製紙クレシア  2015 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〔東京都千代田区神田駿河台 4-6、社長：

南里  泰徳〕は、4 月 1 日より、春の新商品・リニューアル商品を発売します。 

昨年、クリネックス®ティシューとスコッティ®ティシューは日本発売 50年という節目の年を迎え

ることができました。50 年前、日本においては使い方が知られていなかったティシューペーパー

も、今や人々の日常生活の必需品として浸透し、老若男女を問わずご愛顧いただくまでになり

ました。 

これからの 50 年への第一歩となる本年、当社は少子高齢化が進む中で、常にお客様目線

に立ち、消費者ニーズにきめ細やかに対応した商品開発に取り組んでまいります。 

春の新商品・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、トイレットティシュ

ー、キッチンの各カテゴリーにおいて、商品機能の充実により新たな需要拡大を目指すととも

に、消費者のご要望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．『ポイズ® 男性用』に新ラインアップ追加 

今回新発売する『ポイズⓇ  パッド 男性

用うす型タイプ 16 枚』は、吸水ケア専用

品を使用したことのある人から多く寄せら

れている「薄く」「コンパクトに」というニーズ

にお応えして開発した商品です。 

抵抗感なくお使いいただくために、薄さ

約 4ｍｍのうす型吸収体にしました。 

薄くても安心の 100ｃｃ吸収で、自然なつけ心地となっています。肌に触れる部分にはやわらか

シートを採用してシート表面はいつもさらさら。銀イオン配合の抗菌・消臭シートと消臭ポリマー

の効果で気になるニオイも安心。ポケットに入れても目立たないコンパクト個包装です。 

なお、軽い尿モレには「ズボンのシミ“この 1 枚”で解決！」のライナータイプ、日常的な尿モ

レには「“この 1 枚”で目立たず安心＆快適フィット！」のパッドタイプの 2 タイプを展開してきま

したが、今回、男性用「ポイズ®」シリーズのパッケージのデザインを統一し、症状や尿量に応じ

てパッと見てわかりやすく選びやすいデザインに刷新しました。 

 

２．『ポイズ®ライナー“さらさら吸水”スリム』リニューアル 

せきやくしゃみをした時や、おなかに力が入った時、妊娠中

や出産後といった時、微量・少量のモレを経験された方にお勧

めするのが、『ポイズⓇライナー“さらさら吸水”スリム 微量用』

と、『ポイズⓇライナー“さらさら吸水”スリム 少量用』です。 

今回は、お肌にやさしい素肌と同じ弱酸性のやわらかシート

の表面にかわいい花柄エンボスを追加し、リニューアル発売し

ます。いずれも、銀イオンを配合した抗菌・消臭シートでニオイ

も安心です。 

アタッチガード   うす型タイプ    安心タイプ   超吸収タイプ 

リニューアル      新発売       リニューアル  リニューアル 

微量用        少量用  
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３．『アクティ® さわやかフラットシート 30 枚』リニューアル 

30cm×72ｃｍのシートで、寝たままでのおむつ交換に使用できる

ほか、おむつ交換時や陰部洗浄時の防水シートの代替など、幅広

い用途に使える大人用紙おむつ『アクティⓇ さわやかフラットシー

ト』。今回は、新たなエンボス加工を施した新吸収体を採用すること

により、従来品と比較して約半分の時間で尿を吸収できます。さら

に、逆戻りも防止するので、シート表面が“さらっ”とした肌ざわりを

実現しています。 

吸収量はおしっこ約 2 回分（約 300ｃｃ）となっています。 

 

４．『アクティ® 大きなおしりふきタオル 60 枚』リニューアル 

 『アクティⓇ 大きなおしりふきタオル』は、天然コットン 100％でや

わらかい肌ざわりの厚手・大判ウェットティシューです。 

今回のリニューアルでは、上下オープン式のフタを採用すること

で、介護しながらでも片手でフタを開けやすく、シートも引き出しや

すくなり、これまで以上におむつの交換が楽になりました。また、フタ

の素材も変更することで、より密閉性を高め、シートの乾燥を防ぐ

仕様を実現しました。 

 

《トイレットティシュー》 

５．『クリネックス® シャワートイレ用 12 ロール』新登場 

一般世帯の温水洗浄便座（シャワー付便座）の普及率は年々

増加傾向にあり、2014 年には 75％を超えています。当社の調査に

よると、シャワートイレを使用されている方がトイレットロール購入時

に重視する点として、吸水性が優れていることはもちろん、おしりを

拭いた時の肌ざわりが良くやわらかいことや、おしりに紙が貼りつか

ず丈夫であることを重視するお客様が多いことがわかりました。 

そこで、今回新発売する『クリネックスⓇ シャワートイレ用 12ロー

ル』は、原材料のパルプに、濡れても破れにくい強化処理加工を施

すことによって、従来品と比較して 1.5 倍の強度に仕上げました。加

えて 2 種類のエンボス（型押し）を組み合わせることで、濡れても破

れにくく丈夫で、やわらかな肌ざわりを実現することができました。プ

リント柄には、草花をあしらった人気のボタニカル柄を採用し、ゆと

りある空間を演出します。 

 

《キッチン》 

６．『スコッティⓇファイン 洗って使えるペーパータオル』ラインアップ追加 

『スコッティⓇファイン 洗って使えるペーパータオル』は、通常のキッチンペーパータオルと比べ、

濡れた状態の強度が特に優れているシートなので、食器を拭いたり、キッチンのシンク周りやガス

台、食卓やテーブルを拭いたりするときにおすすめの商品です。 

洗って使えるペーパータオルのカテゴリーは、当社がリニューアル、およびプリントタイプを新発

売した 2013 年以降急成長しており、今回は、ロールタイプに加え、ボックスタイプを新たにラインア

ップに加えました。いずれのパッケージにも使用シーンの写真を載せて、商品特長をわかりやすく

お伝えしています。 

  

プリントイメージ 
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◆『スコッティⓇファイン 洗って使えるペーパータオル ボックス 40 シート』新発売 

今回当社が行った、洗って使えるペーパータオルを実際にお

使いいただいている方へのアンケート調査では、「もっと取り出し

やすいタイプが欲しい」「もっとシートが厚い方がいい」という要望

が多く寄せられました。その声にお応えして新発売するのが『スコ

ッティⓇファイン 洗って使えるペーパータオル ボックス』です。コン

パクトながら、ロールタイプよりもシートが厚手で、調理中でも取り

出しやすい、衛生的なボックスタイプでご提供します。 

 

◆『スコッティⓇファイン 洗って使えるペーパータオル プリント 52 カット 1 ロール』リニューアル 

ロールタイプの『スコッティ®ファイン 洗って使えるペーパータオ

ル プリント 52 カット 1 ロール』は、カーテンやテーブルクロスなど、

インテリアで人気の北欧風をイメージした幾何柄模様をプリント柄

として採用し、キッチンやダイニングになじむデザインにリニューア

ルしました。おしぼりやランチョンマット代わりに使うこともでき、使

用後は台ふきん・雑巾がわりにも使えるおすすめ商品です。 

 

 

 

 

 

 

 

《製品概要》 

■ 発売日 2015 年 4 月 1 日 

             （『クリネックスⓇシャワートイレ用 12 ロール（ダブル）』は、2015年 4月 21日となります） 

※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Ⓡ  ライナー アタッチガード 男性用 12 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行)  170×180×60mm  〔吸収量の目安 15ｃｃ〕 

■ 価格    オープン価格 

『ポイズⓇ パッド 男性用 うす型タイプ 16 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )  140×150×110mm  〔吸収量の目安 100ｃｃ〕 

■ 希望小売価格（税抜）   1,080 円  

『ポイズⓇ パッド 男性用 安心タイプ 14 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )  140×220×110mm  〔吸収量の目安 200ｃｃ〕 

■ 希望小売価格（税抜）   1,080 円  

『ポイズⓇ パッド 男性用 超吸収タイプ 12 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )  154×200×115mm  〔吸収量の目安 300ｃｃ〕 

■ 希望小売価格（税抜）   1,080 円  

 

2. 『ポイズⓇライナー “さらさら吸水”スリム 微量用 30 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )103×140×68mm  〔吸収量の目安 10ｃｃ〕 

■ 希望小売価格（税抜） 460 円 

ロールタイプ 
プリント 

プリントイメージ 

ボックス 
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『ポイズⓇライナー “さらさら吸水”スリム 微量用 16 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )100×70×68mm  〔吸収量の目安 10ｃｃ〕 

■ 希望小売価格（税抜） 250 円 

『ポイズⓇライナー “さらさら吸水”スリム 少量用 26 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )103×144×72mm  〔吸収量の目安 20ｃｃ〕 

■ 希望小売価格（税抜） 460 円 

『ポイズⓇライナー “さらさら吸水”スリム 少量用 14 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )105×73×71mm  〔吸収量の目安 20ｃｃ〕 

■ 希望小売価格（税抜） 250 円 

 

3. 『アクティⓇさわやかフラットシート 30 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )420×230×155mm [シートサイズ：30×72cm] 

■ 価格 オープン価格 

 

4. 『アクティⓇ大きなおしりふきタオル 60 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )245×55×133mm [シートサイズ：25×20cm] 

■ 価格 オープン価格 

 

5. 『クリネックスⓇシャワートイレ用 12 ロール（ダブル）』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )210×342×210mm （22.6ｍ/ロール） 

■ 価格 オープン価格 

 

6. 『スコッティⓇファイン 洗って使えるペーパータオル ボックス 40 シート』 

■ サイズ(幅×高×奥行 ) 230×85×113mm 〔シートサイズ：211mm×206mm〕 

■ 価格    オープン価格 

『スコッティⓇファイン 洗って使えるペーパータオル プリント 52 カット 1 ロール』 

■ サイズ(幅×高×奥行 ) 115×270×115mm 〔シートサイズ：242mm×270mm〕 

■ 価格    オープン価格 

 

 

以上 


