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日本製紙クレシア 2016 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 1 日より、2016 春の新商品・リニューアル商品を発売いたします。 

共働き世帯の増加、世帯人数の減少、高齢化と首都圏への人口集中など、生活スタイルが大き

く変わりつつあるなかで、長持ちでコンパクトなトイレットペーパー『スコッティ® フラワーパック 3 倍

長持ち 4 ロール』を新発売いたします。また、日本製紙グループの技術を結集した「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®』にも新たに採用し、『ポイズ® 肌ケアパ

ッド』としてリニューアルします。今春の新商品・リニューアル商品につきましては、下記のとおり、ト

イレットティシュー、ハイジーン、ヘルスケア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 

《トイレットティシュー》 

１．『スコッティ® フラワーパック 3 倍長持ち 4 ロール』 新発売 

トイレットペーパーに関する当社調査によると、購入者の 

約 8 割が 12 ロールタイプを選択しています。12 ロール 

タイプを使用している方の不満点として「収納場所を取る」、 

「取り替え頻度が多い」などの意見がありました。 

そこで、「収納スペースの有効活用」「1 ロールで長持ち」、 

また「買い物時の持ち運びやすさ」など、お客様の不満点を 

解消する商品として、現在発売している 2 倍巻きよりさらに 

長い 3 倍巻きの長持ちタイプを発売いたします。 

品質は、スコッティ®ならではのふんわりエンボス(シートの 

表面の凹凸)加工で、ふっくらなめらかな肌ざわり。 

4 ロールで 12 ロール分の長さ（1 ロールの長さが 75ｍで 3 倍※）の長持ちコンパクトなトイレット

ペーパーです。 

※スコッティ® フラワーパック 12 ロール ダブル （1 ロールの長さが 25ｍ）との比較 

《ハイジーン》 

２．『スコッティ® ウェットティシュー 除菌 ノンアルコールタイプ』 新発売 

『スコッティ® ウェットティシュー』 シリーズ  リニューアル 
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清潔・衛生意識の高まりからウェットティシューの市場は、年々伸長しています。ウェットティシュ

ーの用途も、手指などを拭く対人用や机や床などの身のまわりを拭く対物用にと、様々な用途に

広がりを見せています。 

スコッティ®ウェットティシューは、「あなたとキレイのそばに」をコンセプトに、シリーズ感のあるパ

ッケージデザインをラインアップし、消費者に様々な用途に合わせた「使い分け」をわかりやすく提

案していきます。 

さらに、今回アルコールの使用による肌荒れが気になる方にも除菌ウェットティシューを使ってい

ただけるように除菌ノンアルコールタイプを新しくラインアップに追加しました。お肌の弱い方やア

ルコール過敏症の方、お子様やご高齢の方など幅広い方におすすめの商品です。 

 

 

《ヘルスケア》 

３．『ポイズ®  肌ケアパッド』 リニューアル 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

軽失禁パッドユーザーが使用にあたって重視する主なポイントとして、「吸収力が高いこと」「消臭

力があること」「モレにくいこと」の3つが挙げられます。その重視項目の一つである「消臭力」に着

目し、今回、当社製品「肌ケア アクティ」シリーズに採用したものと同様の植物由来の新素材「機

能性セルロールナノファイバー」を用いた超強力消臭シートを採用し、『ポイズ® 肌ケアパッド』とし

てリニューアルします。軽失禁パッドユーザーのニオイに対する不安を解消すべく、従来品以上

にさまざまなニオイの消臭を実現しています。 

 

 

４．『肌ケア アクティ ふんわりフィット 気持ちいい 長時間パンツ』新発売 

 

大人用紙パンツタイプの中で、尿量 4～5 回（1 回の排尿量 

150ｃｃとして）を目安にご使用いただいているユーザーの購入 

状況を調査したところ、尿とりパッドや紙パンツ用尿とりパッドを 

併せて購入するよりも、パンツを単体で購入するユーザーが 

多く、全体の 46％に上ることがわかりました。 

そこで、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採用した、大人用紙おむつの『肌ケア アク 

ティ』の新たなラインアップとして、排尿約 4 回分を吸収し、長時 

間使用に対応した『肌ケア アクティ ふんわりフィット 気持ちいい  

長時間パンツ』を追加することにいたしました。 

 

軽快ライト ライト レギュラー スーパー 安心スーパー 超吸収ワイド 

M-L サイズ L-LL サイズ 



 

５．『ポイズⓇ ライナー“さらさら吸水”スリム お徳パック』新発売 

 

軽失禁商品をご使用いただいている 

お客様の中には、まとめ買いされる方も 

増え、大入り枚数パック商品は、年々市場 

構成比が高まっており、全体の約 1/4 を 

占めています。 

そこで、入り枚数をスタンダードパックの倍にしたお徳パックを、『微量用』、『少量用』、『安心の少

量用』の 3 商品に導入し、お客様のまとめ買い需要にお応えできるようにいたしました。 

つけ心地すっきりのスリムタイプで、全面通気性のためムレにくく、素肌と同じ弱酸性のやわらか

表面シートを採用しています。また、銀イオン配合の抗菌・消臭シートと消臭ポリマーで気になる

ニオイも安心です。 

 

 

 

 

 

《製品概要》 

■商品名／個装入数・吸収量の目安／価格 

 

 商品名 個装入数 価格 

 

 
スコッティ フラワーパック ３倍長持ち ４ロール（ダブル） 

 （ロールサイズ：114ｍｍ×75ｍ） 
4 ロール オープン価格 

 

スコッティ ウェットティシュー 150 枚 

 
150 枚 オープン価格 

 

スコッティ ウェットティシュー 130 枚 つめかえ用 130 枚 オープン価格 

 スコッティ ウェットティシュー 除菌ノンアルコールタイプ 

100 枚 
100 枚 オープン価格 

 

スコッティ ウェットティシュー 除菌ノンアルコールタイプ  

80 枚 つめかえ用 
80 枚 オープン価格 

 

スコッティ ウェットティシュー 除菌ノンアルコールタイプ 

30 枚 
30 枚 オープン価格 

 

スコッティ ウェットティシュー 除菌アルコールタイプ  

100 枚 
100 枚 オープン価格 

 

スコッティ ウェットティシュー 除菌アルコールタイプ 80 枚 

つめかえ用 
80 枚 オープン価格 

 
スコッティ ウェットティシュー 除菌アルコールタイプ 30 枚 30 枚 オープン価格 

微量用 少量用 安心の少量用 



 

スコッティ ウェットティシュー 消毒 80 枚 80 枚 オープン価格 

 スコッティ ウェットティシュー 消毒 70 枚 つめかえ用 70 枚 オープン価格 

 スコッティ ウェットティシュー 消毒 30 枚 30 枚 オープン価格 

 スコッティ ウェットティシュー 消毒 10 枚 10 枚 オープン価格 

 商品名 吸収量の目安 価格 

 

ポイズ 肌ケアパッド 軽快ライト 28 枚 55ｃｃ オープン価格 

 

ポイズ 肌ケアパッド 軽快ライト 42 枚 お徳パック 55ｃｃ オープン価格 

 

ポイズ 肌ケアパッド ライト 26 枚 80ｃｃ オープン価格 

 

ポイズ 肌ケアパッド ライト 39 枚 お徳パック 80ｃｃ オープン価格 

 

ポイズ 肌ケアパッド レギュラー 20 枚 120ｃｃ オープン価格 

 

ポイズ 肌ケアパッド レギュラー 30 枚 お徳パック 120ｃｃ オープン価格 

 

ポイズ 肌ケアパッド スーパー 16 枚 170ｃｃ オープン価格 

 

ポイズ 肌ケアパッド スーパー 24 枚 お徳パック 170ｃｃ オープン価格 

 

ポイズ 肌ケアパッド 安心スーパー 14 枚 220ｃｃ オープン価格 

 

ポイズ 肌ケアパッド 安心スーパー 20 枚 お徳パック 220ｃｃ オープン価格 

 

ポイズ 肌ケアパッド 超吸収ワイド 女性用 12 枚 300ｃｃ オープン価格 

 

ポイズ 肌ケアパッド 超吸収ワイド 女性用 18 枚  

お徳パック 
300ｃｃ オープン価格 

 

 

 

肌ケア アクティ ふんわりフィット 気持ちいい 長時間 

パンツ M-L サイズ 20 枚   （ウエストサイズ 60～90cm） 

ケ  ク  んわり  気持ち  長時間

 

    

おしっこ 

約 4 回分 
オープン価格 

 肌ケア アクティ ふんわりフィット 気持ちいい 長時間 

パンツ L-LL サイズ 18 枚   （ウエストサイズ 80～130cm） 

おしっこ 

約 4 回分 
オープン価格 

 ポイズライナー “さらさら吸水”スリム 微量用 60 枚  

お徳パック 
10ｃｃ オープン価格 



 ポイズライナー “さらさら吸水”スリム 少量用 52 枚  

お徳パック 
20ｃｃ オープン価格 

 

ポイズライナー “さらさら吸水”スリム 安心の少量用 

44 枚 お徳パック 
40ｃｃ オープン価格 

※おしっこの 1 回の吸収量の目安を 150ｍｌとする   

 

■発売日／地域 

2016 年 4 月 1 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 


