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日本製紙クレシア  2014 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〔東京都千代田区神田駿河台 4-6、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します。 

 

当社は、日本で初めてのティシューペーパーとして、クリネックス®ティシューとスコッティ®テ

ィシューを発売して今年で 50 年を迎えました。発売当初はなかなか用途が理解されませんで

したが、フロンティアスピリッツを持って販路を開拓するとともに、時代に対応したより良い商品

作りを進め、今では多くの皆様にご愛顧いただくまでに至りました。少子高齢化が進む日本に

おいて、今後も、消費者ニーズへのきめ細やかな対応を図る商品開発に取り組み、これまでと

変わらぬ精神で時代を切り拓いてまいります。 

 

今回は、ヘルスケア、フェイシャルティシュー、キッチン、ハイジー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．『ポイズ®パンツ 肌着ごこち 男性用』新発売  

 当社の独自調査によれば、トイレに行く前後にちょっとした

尿モレが多く、また専用品を使用されていない方が多いとい

う現状がわかりました。そこで、尿モレの場面でも抵抗感なく

ご使用いただくために、下着感覚ではけるパンツタイプの

『ポイズ®パンツ 肌着ごこち 男性用』を新発売します。 

 全面にわたって通気性が高く、さらに伸縮性の良い布感

覚素材を使用しているので、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いるので動きやすく、トイレでの

上げ下げもスムーズです。吸収量は 450cc、消臭ポリマーの

効果でニオイも安心です。サイズはＭサイズ、Ｌサイズの 2

サイズを用意、カラーは、おしゃれなスタイリッシュブルーを

採用しました。 

 

 

 



 

２．『ポイズ®ライナー』リニューアル 

『ポイズ®ライナー“さらさら吸水”スリム』の新たなラ

インアップとして、高吸収量タイプで、気になるモレに安

心してお使いいただける『中量用（吸収量 70cc）』と『安

心の中量用（吸収量 100cc）』を新発売。併せて、『安心

の少量用（吸収量 40cc）』をリニューアルしました。 

横モレ防止のためのやさしくフィットするソフト立体ギ

ャザーを新たに付け加え、使用時の安心感を高めてい

ます。 

 

３．『ポイズ®パッド 超スリム』をラインアップ追加  

薄いのに高吸収の『ポイズ®パッド 超スリム』の

新たなラインアップとして、高吸収量タイプの『多い

時・長時間も安心用（吸収量 190cc）』と、『特に多

い時・長時間も安心用（吸収量 230cc）』の 2タイプ

を新発売します。 

パッドの厚さは、4.5ｍｍなので、アウターにひび

かず目立ちません。また、長さ 30cm のロングサイ

ズで長時間・多い時にも安心。立体ギャザーで横  

モレもガードします。いずれも、お肌にやさしい、素肌と同じ弱酸性のやわらか表面シートを

採用。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。 

 

４．『ポイズ®パッド』リニューアル 

『ポイズ®パッド 軽快ライト（吸収量 55ｃｃ）』は、

これまでの商品と比較して吸収量を 10％アップしま

した。製品サイズも、『ポイズ®パッド ライト（吸収量  

80ｃｃ）』とともにリニューアルしています。 

いずれも、お肌にやさしい、素肌と同じ弱酸性の

やわらか表面シートを採用。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。 

 

 

《フェイシャルティシュー》 

５．「しっとり」品質はそのままで「やわらかさ」をアップ  

『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」にこだわったプレミアムティ

シューとして、風邪や花粉症、お肌の弱い方などに

特におすすめする商品です。 

安心の少量用／中量用／安心の中量用  

多い時・長時間も 

安心用  

軽快ライト 

特に多い時・長時間も  

安心用  
 

ライト 



 

今回のリニューアルでは、健康なお肌と同じｐH5.5の弱酸性ローション液を当社独自の技

術（サンドイッチ製法）でティシューの表と裏の両面に塗布することで実現した「しっとり」とし

た使い心地に加え、厳選されたパルプを独自の抄紙技術によって、さらに「やわらかさ」をア

ップしたシートにリニューアルしました。 

 

 

《キッチン》 

６．使い方広がるハーフサイズのミシン目付きキッチンタオルが 75 カットで新登場  

『スコッティ® ファイン スマート＆ドライ キッチンタオル』 

用途に合わせてカットサイズが選べるハーフサイズのミシン目付きなので、少量の野菜の

水切りや、肉や魚の水切り、余分な油取りや、お弁当作りの際の調理に便利で経済的なキ

ッチンタオルです。今回のリニューアルは、取り替えの手間を削減できる長尺タイプの 75 カッ

トロールを採用。また、パッケージは、使用シーンがひと目でわかりやすい写真入りのパッケ

ージとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

７．『スコッティ® ファイン キッチン ピカピカクロス』リニューアル 

『スコッティ®ファイン キッチン ピカピカクロス』は、超極細繊維の凹凸シートで油汚れや

水アカをからめ取る、キッチンまわりのお掃除に便利なシートです。洗剤を使わず、水に濡

らして拭くだけでキッチンまわりをスッキリします。これまで「水アカ」汚れに対しての効果が

際立っていたことから、2010 年 10 月に『水アカスッキリキッチンクロス』という名称で販売を

開始しましたが、水アカだけでなく、キッチンの油汚れやぬめり取りなどにも効果が高いこと

から、キッチンにおける様々な掃除のシーンにお使いいただけるように名称を『キッチン  ピ

カピカクロス』に変更。パッケージはキッチンでのお掃除風景を写真で紹介し、使用するシ

ーンがひと目でわかるようになっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ロール ４ロール 



 

《ハイジーン》 

８.『スコッティ® 消毒ウェットタオル ウェットガード ボックス』リニューアル 

『スコッティ® 消毒ウェットタオル ウェットガード』の最大の特徴は、「除菌」ではなく、「消毒」

効果にあります。指定医薬部外品であり、手や指、皮膚に付着した有害なバイ菌を、殺菌成分

により消毒することができます。 

今回の新パッケージでは、「除菌」タイプのウェットティシュ

ーにはない「消毒」効果について、消費者が理解しやすいよう

パッケージ正面に『見えないバイ菌を素早く消毒』と記載し、

商品を選びやすくしました。また、店頭でも手に取りやすい縦

置きパッケージに変更しています。シートは、無香料でふん

わり厚手の不織布を使用。ボックスは片手でラクラク取り

出せるワンプッシュオープンで、インテリアに溶け込むシン

プルなデザインを採用しています。 

 

《クリネックスⓇ  スコッティⓇ ディズニーシリーズ》 

９．『クリネックス® スコッティ® ディズニーシリーズ』リニューアル 

「クリネックス®」、「スコッティ®」ブランドで展開している、大人から子供までファンの多いディ

ズニーキャラクターのティシュー・ウェットティシューのパッケージを一新します。 

◆『クリネックス®ティシュー』 

『ディズニーキャラクター 3箱パック』は、『ミッキーマウスと

ミニーマウス』『不思議の国のアリス』『おしゃれキャット マリ

ー』をご用意しました。人気のキャラクターを一度に楽しめる

欲張りパッケージです。いずれもシンプルなカラーとデザイン

でお部屋にマッチするように仕上げました。 

『ディズニープリンセス』は、プリンセスの中でも特に女の

子に人気のあるキャラクター（オーロラ姫／ラプンツェル／シ

ンデレラ／アリエル／白雪姫／ジャスミン／ベル）を採用しま

した。ティシューは、ドレッサーや机の上に置いても場所をと

らないコンパクトサイズです。 

 

◆『クリネックス®ローションティシュー』 

『ローションティシュー ディズニー プー はちみつエ

キス』は、性別問わず、幅広い世代に人気のキャラク

ター・くまのプーさんをセンターにしたパッケージです。 

今回、ボックスタイプに加え、新たに携帯用の『ポケ

ット 4 コパック』を発売します。どちらも、しっとり感はそ

のままに、さらにやわらかさを実現したティシューです。

くまのプーさんの大好物にちなみ、はちみつエキス入り

の高品質のローションを配合しています。 

 

詰替え用  

本体  



 

◆『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』は、ティシューのデザインと連動

したプリンセスのデザインを新たに採用しました。『ディズニー 

Boy’s 30 枚』は、男の子に人気の映画「カーズ」を新規に採

用。キャラクター（ライトニング・マックィーン／フィルモア／メ

ーター／ルイジ／グイド）をパッケージ全体にあしらいました。

どちらもシートはノンアルコール、パラベンフリー、無香料タイ

プで、天然除菌成分配合でお子様の身のまわりやおもちゃ

を除菌し、手指の汚れ落としにもお使いいただけます。 

 

 

本件に関するお問い合わせ 

日本製紙クレシア株式会社 マーケティング部  増田 有美 TEL 03-6665-5317 

 

 

《製品概要》 

■ 発売日 2014 年 10 月 1 日 

           （『ポイズ® パッド 超スリム』は 2014 年 10 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Ⓡ  パンツ 肌着ごこち 男性用 M サイズ 9 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行)  230×195×115mm 〔吸収量の目安 450ｃｃ〕 

■ 価格   オープン価格   

 

『ポイズⓇ  パンツ 肌着ごこち 男性用 L サイズ 8 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行)  220×200×115mm 〔吸収量の目安 450ｃｃ〕 

■ 価格   オープン価格   

 

2. 『ポイズⓇ  ライナー“さらさら吸水”スリム 安心の少量用 12 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行)  120×85×90mm  〔吸収量の目安 40ｃｃ〕 

■ 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 安心の少量用 22 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行)  110×170×90mm  〔吸収量の目安 40ｃｃ〕 

■ 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 中量用 16 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行)  85×160×90mm  〔吸収量の目安 70ｃｃ〕 

■ 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 安心の中量用 12 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行)  95×125×100mm  〔吸収量の目安 100ｃｃ〕 

■ 希望小売価格（税抜）   460 円  

 

3. 『ポイズⓇ  パッド 超スリム 多い時・長時間も安心用 14 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行)  110×140×110mm  〔吸収量の目安 190ｃｃ〕 

■ 希望小売価格（税抜）   1,080 円  

 

『ポイズⓇ  パッド 超スリム 特に多い時・長時間も安心用 12 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行)  110×120×110mm  〔吸収量の目安 230ｃｃ〕 

■ 希望小売価格（税抜）   1,080 円  

 

4. 『ポイズⓇ  パッド 軽快ライト 32 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行)  165×178×90mm  〔吸収量の目安 55ｃｃ〕 

■ 希望小売価格（税抜）   1,080 円  

 

『ポイズⓇ  パッド 軽快ライト 32 枚 2 コパック』 

■ サイズ(幅×高×奥行)  165×178×180mm  〔吸収量の目安 55ｃｃ〕 

■ 希望小売価格（税抜）   2,160 円  

 

『ポイズⓇ  パッド ライト 30 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行)  165×178×90mm  〔吸収量の目安 80ｃｃ〕 

■ 希望小売価格（税抜）   1,080 円  

 

『ポイズⓇ  パッド ライト 30 枚 2 コパック』 

■ サイズ(幅×高×奥行)  165×178×180mm  〔吸収量の目安 80ｃｃ〕 

■ 希望小売価格（税抜）   2,160 円  

 

5. 『クリネックスⓇ ローションティシュー エックス』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )240×88×119mm   〔360 枚（180 組）〕 

■ 価格 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』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )240×264×119mm  〔360 枚（180 組）×3 箱パック〕 

■ 価格 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』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )145×205×30mm   〔24 枚（12 組）×4 コパック〕 

■ 価格 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』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )130×230×55mm   〔24 枚（12 組）×15 コパック〕 

■ 価格 オープン価格  

 



 

6. 『スコッティⓇ ファイン スマート＆ドライ キッチンタオル 2 ロール 75 カット』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )220×206×110mm    〔75 カット×2 ロール〕 

■ 価格 オープン価格  

 

『スコッティⓇ ファイン スマート＆ドライ キッチンタオル 4 ロール 75 カット』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )220×206×220mm   〔75 カット×4 ロール〕 

■ 価格 オープン価格  

 

7. 『スコッティⓇ ファイン キッチン ピカピカクロス 3 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 ) 135×210×10mm    〔3 枚〕 

■ 価格 オープン価格  

 

8. 『スコッティⓇ 消毒ウェットタオル ウェットガード ボックス 40 枚』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )100×170×67mm  〔シートサイズ：140mm×180mm〕 

■ 価格 オープン価格  

 

『スコッティⓇ 消毒ウェットタオル ウェットガード ボックス 40 枚 つめかえ用 3 コパック』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )100×210×90mm  〔シートサイズ：140mm×180mm〕 

■ 価格 オープン価格  

 

9. 『クリネックスⓇ ティシュー ディズニーキャラクター 3 箱パック』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )238×225×118mm   〔320 枚（160 組）×3 箱パック〕 

■ 価格 オープン価格  

 

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

■ サイズ(幅×高×奥行 )240×85×119mm   〔300 枚（150 組）〕 

■ 価格 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』 

■ サイズ(幅×高×奥行 )145×205×30mm   〔20 枚（10 組）×4 コパック〕 

■ 価格 オープン価格  

 

『クリネックスⓇ ティシュー ディズニー プリンセス』 

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

■ 価格 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』 

■ サイズ(幅×高×奥行 ) 75×180×30mm   

■ 価格 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』 

■ サイズ(幅×高×奥行 ) 75×180×30mm   

■ 価格 オープン価格  

 

以上 


