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日本製紙クレシア 2018 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：山崎和文〕は、2018年秋の新商品・リニューアル商品を 10月 22日より発売いた

します。今秋の新商品・リニューアル商品につきましては、ティシューペーパーのカテゴリーにおい

てラインアップを強化してまいります。 

『クリネックス®』ブランドのティシューペーパーは、1964 年に日本で発売して以来 50 年以上、こ

れまで多くのお客様にご愛用いただいております。その中で、新商品の『クリネックス® ティシュー 

ローション 肌うるる』は、「鼻をかむ」こと、「肌へのやさしさ」にこだわったプレミアムローションティ

シューです。加えて毎日のお肌や顔まわりなどのご使用におすすめする『クリネックス® ティシュー 

アクアヴェール』はデザインとロゴを一新し、リニューアルします。その他、ディズニーキャラクター

デザインのティシューペーパー『クリネックス® ティシュー ローション ディズニー プー』と『クリネッ

クス® ティシュー プレミアム ディズニー キャラクター 3 箱パック』もパッケージデザインを一新し

ます。 

 

 

《ティシューペーパー》 

１．『クリネックス® ティシュー ローション 肌うるる』 新発売 

風邪や花粉の時期など、何回も鼻をかむ 

   際に赤くなりにくい※使い心地にするため、 

シートに保湿成分を均一に塗布し、しわを 

少なくすることで、なめらかですべすべした 

肌ざわりを実現しました。 

パッケージデザインは、植物性保湿成分 

   のやさしさとうるおい感を表現したボタニカル 

デザインを採用し、ターコイズブルーを基調 

としたボックス（箱）タイプの『クリネックス® 

ティシュー ローション 肌うるる』と『３箱パッ 

ク』、ポケットタイプの『4 コパック』と『15 コ 

パック』、そして今回、持ち運びに便利なや 

わらかパッケージ素材のソフトパックタイプ 

を新たにラインアップとして追加し、クリーム 

色を基調とした『110組』とホワイトを基調と 

した『240 組』で展開し、全 6種類をご用意 

いたしました。 

当社がソフトパックタイプの商品を全国で 

販売するのは今回が初めてとなります。 
※
個人差があります 
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２．『クリネックスⓇ アクアヴェール』 リニューアル 

風邪、花粉の特別な時だけでなく、毎日の化粧直しや 

顔まわりをやさしく拭き取るための、お肌ケアにおすすめ 

するハイクオリティなティシューです。 植物性保湿成分 

配合により、なめらかでしなやかな肌ざわりを実現しまし 

た。 

5箱パック、3箱パック、ポケット 4 コパック、12 コパックの 

4種類のラインアップです。 

パッケージは、従来のデザインを踏襲した水を 

イメージしたカラーのデザインに、クリネックス 

ウェーブをイメージしたレースデザインを配置し、 

新たにロゴを一新しました。 

 

 

 

 

 

３．『クリネックスⓇ ティシュー ローション ディズニー プー』 リニューアル 

ウォルト・ディズニーが、娘ダイアンのお気に入りだった、クマのぬいぐるみの絵本を映画

化したのが「くまのプーさん」です。その「くまのプーさん」が大好きなはちみつポットを抱えたり、

仲間の「ピグレット」と楽しそうに遊んでいるデザインです。 

天然由来の植物性保湿成分とはちみつ成分 

配合のローションティシューです。当社独自の 

技術で「しっとり」「なめらか」なやさしい肌ざわり 

に仕上げたローションティシューです。 

 

 
 

 

 

4．『クリネックス® ティシュー プレミアム ディズニー キャラクター 3 箱パック』 リニューアル 

ディズニーのキャラクターの中でも特に認知度・好感度の 

高い「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「くまのプーさん」を 

一度に楽しめる欲張りパッケージです。 

今回、パッケージデザインを一新し、いずれもシンプルな 

デザインで、カラーはスカイブルーとピンク、そして清潔感 

のある白を採用し、お部屋のインテリアにマッチするよう 

に仕上げました。 

  上質なパルプを当社独自の製法で、やわらかく仕上げた 

お肌をやさしく包み込むようなティシューです。 
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■商品名／個装入数／価格 

 商品名 個装入数 価格（税抜） 

 

 

 

 

 

クリネックス ティシュー 

ローション 肌うるる 
408 枚（204 組） オープン価格 

 

 

 

クリネックス ティシュー 

ローション 肌うるる 

3箱パック 

408 枚（204 組） 

×3 箱パック 
オープン価格 

 

 

 

クリネックス ティシュー 

ローション 肌うるる 

ポケット 4 コパック 

24 枚（12 組） 

×4 コパック 
オープン価格 

 

 

 

クリネックス ティシュー 

ローション 肌うるる 

ポケット 15 コパック 

24 枚（12 組） 

×15 コパック 
オープン価格 

 

 

 

クリネックス ティシュー 

ローション 肌うるる 

ソフトパック 110組 

220 枚（110 組） オープン価格 

 

 

 

クリネックス ティシュー 

ローション 肌うるる 

ソフトパック 240組 

480 枚（240 組） 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 

 

 

 

クリネックス ティシュー 

ローション ディズニー プー 
360 枚（180 組） オープン価格 

 

 

 

クリネックス ティシュー 

ローション ディズニー プー  

ポケット 4 コパック 

20 枚（10 組） 

×4 コパック 
オープン価格 

 

 

 

クリネックス ティシュー プレミアム 

ディズニー キャラクター 3箱パック 

320 枚（160 組） 

×3 箱パック 
オープン価格 

■発売日／地域 

2018年 10月 22 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  


