News Release
2021 年 9 月 29 日

ぬれても絞ってくり返し使える
「スコッティ® ファイン 洗って使えるペーパータオル」
ラインアップを拡充し、リニューアル
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：福島一守〕は、水にぬらして、ギュッと絞れるのに破れにくく、布ふきんのような丈夫さ
と紙の吸水性の良さを兼ね備えた「スコッティ® ファイン 洗って使えるペーパータオル」を、リニュー
アルするほか、新商品の強力厚手タイプとスヌーピープリント、そして 4 ロールを 10 月 1 日から発
売します。
これまでのキッチンペーパーとは違い、「ぬれても絞ってくり返し使える」新しいペーパータオルと
して、2010 年の発売以来、好調に売り上げを伸ばしています。2020 年以降は、家事時間の増加や
衛生意識の高まりを受け、さらにニーズが高まっています。

■商品特長
＜経済的＞ぬれても丈夫なシートだから、ギュッと絞って、くり返し使えて経済的です。
＜多用途＞野菜の水切りから食器拭き、ギュッと絞ってテーブル拭きや掃除まで、お家の中の
さまざまなシーンで便利に使えます。
＜衛生的＞たくさん洗って使って、最後はそのまま捨てられるから衛生的です。
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■たくさん使えるカット数へリニューアル
従来品の 61 カットから 70 カット（プリントは 52 カットから 60 カット）にカット数がアップ。
調理からお掃除まで 1 ロールでたくさん使えます。コア（中芯）のサイズをコンパクトにすることで、
省資源化と共に、従来品とほぼ同サイズのままで、カット数アップを実現しています。
さらに、1 ロールではパッケージ側面に開封用のミシン目を追加し開けやすさも改良しました。
■強力厚手タイプ 新発売
実際にお使いいただいているお客様からの「重ねて使っている」
「もう少し厚みがあればもっと便利」などのお声を受け、通常品の
約 1.4 倍の丈夫さの「強力厚手」タイプをラインアップ。
野菜の水切りやふきん代わりはもちろん、頑固な汚れやゴシゴシ
拭きにもおすすめです。

■スヌーピーデザイン 新発売
パッケージとロールのプリントパターンにスヌーピーを新採用！
キッチンや食卓を彩ります。全部で 7 種類のプリントパターンが
楽しめます。※1 ロールにはいずれか 1 種が入っています。

【参考】 「ピーナッツ」とは
「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwide が所有し、WildBrain が 41%、株式会
社ソニー・ミュージックエンタテインメントが 39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャ
ールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950 年。「ピーナッツ」が７つの新
聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャング
は、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、
世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメデ
ィア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽し
んでいただいています。さらに 2018 年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をし
ました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEM への情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向け
てデザインされたプログラムです。
日本では株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツがエージェントとして、ライセンスビジネスを展開しています。そし
て原作コミック連載満 70 周年を 2020 年 10 月 2 日にむかえました。これに伴い、2019 年 10 月 2 日より 70 周年
アニバーサリーイヤーがスタートしております。
■関連 URL
・日本のスヌーピー公式サイト https://www.snoopy.co.jp/
・日本のスヌーピー公式 Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan
・日本のスヌーピー公式 twitter アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan
■掲載原稿確認のお願い
・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

■商品名／個装入数／価格
スコッティ ファイン
洗って使える
ペーパータオル
70 カット 1 ロール

スコッティ ファイン
洗って使える
ペーパータオル
70 カット 4 ロール

スコッティ ファイン
洗って使える
ペーパータオル
70 カット 6 ロール

スコッティ ファイン
洗って使える
ペーパータオル
強力厚手
47 カット 1 ロール

個装入数

70 カット×1 ロール

70 カット×4 ロール

70 カット×6 ロール

47 カット×1 ロール

価格（税抜）

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

製品名

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
60 カット 1 ロール

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
60 カット 4 ロール

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
60 カット 6 ロール

スコッティ ファイン
洗って使える
ペーパータオル
スヌーピープリント
55 カット 1 ロール

個装入数

60 カット×1 ロール

60 カット×4 ロール

60 カット×6 ロール

55 カット×1 ロール

価格（税抜）

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

製品名

画像

画像

＜商品の詳しいご紹介＞
https://scottie.crecia.jp/scottiefine/paper_towel.html

■発売日／地域

2021 年 10 月 1 日（一部先行販売あり） ／全国

以上
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ノンアルコールで手肌にやさしく皮膚・手指の洗浄、消毒ができる

「スコッティ® ウェットタオル 消毒 ノンアルコールタイプ 30 枚」を新発売
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：福島一守〕は、衛生意識の高まりで、携帯タイプの需要が増加しているウェットティシ
ューの新商品として指定医薬部外品である「スコッティ® ウェットタオル 消毒 ノンアルコールタイプ
30 枚」と「スコッティ® ウェットタオル 消毒 ノンアルコールタイプ 30 枚 2 コパック」を 10 月 1 日から
新発売します。

30 枚

30 枚 2 コパック

■ノンアルコールで手肌にやさしく皮膚・手指の洗浄、消毒ができる
有効成分ベンザルコニウム塩化物（塩化ベンザルコニウム） のウェットタオルです。肌にやさ
しいノンアルコールタイプなので、アルコール過敏症の方・皮膚の弱い方・小さなお子さまも安心
してお使いいただけます。
■厚手メッシュシート採用でウェット感が持続
スコッティ® ウェットティシュー 消毒と比較して、約 1.3 倍の厚みのシートで、ウェット感も持続
する、しっかりとした拭きごこちです。
■商品名／個装入数／価格
商品名

個装入数

価格

30 枚

オープン価格

30 枚×2 コパック

オープン価格

スコッティ ウェットタオル
消毒 ノンアルコールタイプ 30 枚
スコッティ ウェットタオル
消毒 ノンアルコールタイプ 30 枚 2 コパック

■発売日／地域

2021 年 10 月 1 日（一部先行販売あり） ／全国
以上
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リフレッシュフローラルの香りが気になるニオイをつつみこみ、気分リフレッシュ！

『ポイズ さらさら素肌 Happinessin』新発売
®

『ポイズ®さらさら素肌』、『ポイズ®肌ケアパッド』もリニューアル！
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：福島一守〕は、尿モレのための吸水ケア専用品として多くの方々からご愛顧いただいてい
る吸水ケア専用品『ポイズ®』シリーズから、リフレッシュフローラルの香りが気になるニオイをつつみこ
む『ポイズ® さらさら素肌 Happinessin 快適の微量用 14 枚／快適の少量用 12 枚』を 2021 年 10 月
25 日より新発売します。また、よりお肌にやさしくなった『ポイズ® さらさら素肌』シリーズと『ポイズ® 肌
ケアパッド』シリーズをリニューアル発売いたします。

快適の微量用

快適の少量用

新発売

無香料

ロング 175

ロング 190

微量用

少量用

安心の少量用

リニューアル

中量用

安心の中量用

多い時も安心用

リニューアル
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長時間・夜も安心用

特に多い長時間・夜も安心用

■「ポイズ® さらさら素肌 Happinessin」新発売
【コンセプト】
尿モレの不安を気にすることなく、
出掛けることが楽しくなる吸水ケアナプキン
尿臭をつつみこみ、気になりにくくなるフィーリングフレグランス
効果※のあるリフレッシュフローラルの香りを新たに採用しました。
人と接する機会が多くニオイが気になる方や交換時のニオイが
気になる方、また、羽つきタイプなので外出時のズレの不安な方
にもおすすめです。
※リフレッシュフローラルの香りは、尿臭と混ざってもニオイが溶け込みいい香りの印象に
なるよう創香された当社オリジナルの香料です。

尿モレの不安を減らして、少しの幸せを暮らしに IN できることを願って「Happinessin」と
ネーミングしました。

■「ポイズ® さらさら素肌」リニューアル
より手に取りやすい、ポジティブに
取り組める吸水ケア商品を目指して、
さらさら感・さわやかさを強調した
パッケージデザインに変更すると
ともに、店内での買い回りの時の
抵抗感や、会計時の抵抗感を軽
減するよう裏面をシンプルデザイン
にして、より手に取りやすくリニュー
アルしました。

現行品

リニューアル品

また、「安心の少量用」「中量用」
「安心の中量用」は、やわらか
素肌と同じ弱酸性+抗菌仕様のやわらかな「お肌快適シート」を新採用
しました。お肌快適シートは、シート表面での菌の増殖を抑制し、キレイ
がつづきます。

■「ポイズ® 肌ケアパッド」リニューアル
吸水ケアの購入重視項目である「かぶれにくいこと」「つけ心地が
よいこと」「肌ざわりが良いこと」と、お肌に触れる時間が長いので、
よりお肌にやさしいパッドにリニューアルしました。
素肌と同じ弱酸性+抗菌仕様のやわらかな「お肌快適シート」を
新採用しました。お肌快適シートは、シート表面での菌の増殖を抑制し、
キレイがつづきます。

■商品名／吸収量の目安／パッドサイズ／価格
ポイズ さらさら素肌
Happinessin 吸水ナプキン
快適の微量用 14 枚

ポイズ さらさら素肌
Happinessin 吸水ナプキン
快適の少量用 12 枚

吸収量の目安

15ｃｃ

30ｃｃ

パッドサイズ

長さ 21.5cm

長さ 25ｃｍ

価格（税抜）

オープン価格

オープン価格

ポイズ さらさら素肌
パンティライナー
無香料 44 枚

ポイズ さらさら素肌
パンティライナー
フローラルソープの香り
44 枚

ポイズ さらさら素肌
パンティライナー
ロング 175
無香料 32 枚

ポイズ さらさら素肌
パンティライナー
ロング 175
無香料 64 枚 お徳パック

吸収量の目安

3ｃｃ

3ｃｃ

8ｃｃ

8ｃｃ

パッドサイズ

長さ 14.5cm

長さ 14.5cm

長さ 17.5ｃｍ

長さ 17.5ｃｍ

オープン価格
ポイズ さらさら素肌
パンティライナー
ロング 190
無香料 28 枚

オープン価格
ポイズ さらさら素肌
パンティライナー
ロング 190
無香料 56 枚 お徳パック

オープン価格

オープン価格

ポイズ さらさら素肌
吸水ナプキン
微量用 30 枚

ポイズ さらさら素肌
吸水ナプキン
微量用 60 枚 お徳パック

吸収量の目安

15ｃｃ

15ｃｃ

10ｃｃ

10ｃｃ

パッドサイズ

長さ 19cm

長さ 19cm

長さ 17.5cm

長さ 17.5cm

価格（税抜）

オープン価格

オープン価格

460 円

オープン価格

製品名

ポイズ さらさら素肌
吸水ナプキン
少量用 26 枚

ポイズ さらさら素肌
吸水ナプキン
少量用 52 枚
お徳パック

ポイズ さらさら素肌
吸水ナプキン
安心の少量用 22 枚

ポイズ さらさら素肌
吸水ナプキン
安心の少量用 44 枚
お徳パック

吸収量の目安

20ｃｃ

20ｃｃ

40ｃｃ

40ｃｃ

パッドサイズ

長さ 19cm

長さ 19cm

長さ 23cm

長さ 23cm

価格（税抜）

460 円

オープン価格

460 円

オープン価格

製品名

ポイズ さらさら素肌
吸水ナプキン
安心の少量用
立体ギャザーなし 22 枚

ポイズ さらさら素肌
吸水ナプキン
中量用 16 枚

ポイズ さらさら素肌
吸水ナプキン
中量用 16 枚

ポイズ 肌ケアパッド
少量用 30 枚

吸収量の目安

40ｃｃ

70ｃｃ

100ｃｃ

25ｃｃ

パッドサイズ

長さ 23cm

長さ 23cm

長さ 27ｃｍ

8.5×23cm

価格（税抜）

460 円

460 円

460 円

オープン価格

製品名

画像

製品名

画像

価格（税抜）
製品名

画像

画像

画像

ポイズ 肌ケアパッド
中量用 28 枚

ポイズ 肌ケアパッド
中量用 42 枚
お徳パック

ポイズ 肌ケアパッド
安心の中量用 26 枚

ポイズ 肌ケアパッド
安心の中量用 39 枚
お徳パック

吸収量の目安

55ｃｃ

55ｃｃ

80ｃｃ

80ｃｃ

パッドサイズ

8.5×23cm

8.5×23cm

8.5×23cm

8.5×23cm

価格（税抜）

1,080 円

オープン価格

1,080 円

オープン価格

ポイズ 肌ケアパッド
多い時も安心用 20 枚

ポイズ 肌ケアパッド
多い時も安心用 30 枚
お徳パック

ポイズ 肌ケアパッド
長時間・夜も安心用
16 枚

ポイズ 肌ケアパッド
長時間・夜も安心用
24 枚 お徳パック

吸収量の目安

120ｃｃ

120ｃｃ

170ｃｃ

170ｃｃ

パッドサイズ

10.5×27cm

10.5×27cm

12×30cm

12×30cm

価格（税抜）

1,080 円

オープン価格

1,080 円

オープン価格

ポイズ 肌ケアパッド

ポイズ 肌ケアパッド

特に多い長時間・夜も安心用

特に多い長時間・夜も安心用

14 枚

14 枚 お徳パック

ポイズ 肌ケアパッド
超吸収ワイド
一気に出る多量モレに
安心用 12 枚

ポイズ 肌ケアパッド
超吸収ワイド
一気に出る多量モレに
安心用 18 枚 お徳パック

吸収量の目安

220ｃｃ

220ｃｃ

300ｃｃ

300ｃｃ

パッドサイズ

12×35cm

12×35cm

16×35cm

16×35cm

価格（税抜）

1,080 円

オープン価格

1,080 円

オープン価格

製品名

画像

製品名

画像

製品名

画像

■発売日／地域
ポイズ さらさら素肌パンティライナー、吸水ナプキン
ポイズ さらさら肌ケアパッド

2021 年 10 月 25 日／全国
2021 年 10 月 1 日／全国

※発売日が前後する場合もございます。

以上
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プロに永く愛用されているペーパータオル
「タウパー」をご家庭にもお届けします

「Towper おてふきれい」 「Kitchen Towper」全国展開
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：福島一守〕は、10 月 1 日よりプロ仕様のペーパータオル「タウパー」ブランドのご家庭
用商品「Towper（タウパー） おてふきれい」と「Kitchen Towper（キッチン タウパー）」の全国展開を
開始いたします。
「タウパー」は、1972 年にペーパータオルを発売して以来業務用業界において、確かな品質・使い心
地が評価されているブランドです。日本製紙クレシア株式会社は、特種東海製紙株式会社の 100％
子会社である株式会社トライフ（住所：静岡県島田市横井 1-1-1、代表取締役社長：渡邊 克宏）とタ
オル用紙事業の営業統合を 2020 年 10 月から開始し、「タウパー」など業務用（プロフェッショナル）向け
のハンドタオル製品を販売してきました。
この度、ペーパータオルの需要増加を機に、業務用業界、プロの現場で永年愛用されている「Towper
（タウパー）」ブランドのペーパータオルをご家庭にもお届けすることになりました。
健康で楽しい毎日をおくりたい。
手洗いをして紙で手を拭くことで、
感染予防や手をキレイにする衛生習慣を。
おてふき＋キレイの造語
感染予防の基本は手洗いなので、手を洗った後は、紙で手を拭く！キレイな衛生習慣をおすす
めしています。Towper おてふきれいは、パルプ 100％でトイレに流せる「アクア」とパルプと再生紙
のブレンドの「ブラウンソフト」と再生紙を原料とした「エコ」のラインアップです。
■Towper おてふきれい アクア
トイレに流せる厚手タイプの水解性
ペーパータオルです。
ウェブクレープ加工により、手になじ
みやすいソフトな肌触りです。
パルプ 100％。
■Towper おてふきれい ブラウンソフト
木材パルプと再生紙のブレンドした
ペーパータオルなので、しっかりさと
やわらかさを兼ね備えた拭き心地です。
シートの色目は、木の風合いを感じる
ブラウンです。
■Towper おてふきれい エコ
再生紙を原料としたペーパータオルです。
ウェブクレープ加工により、手になじみ
やすい肌触りです。

東京都千代田区神田駿河台 4-6 〒101-8215
h t t p s : / / w w w. c r e c i a . c o . j p /

業務用業界、プロの現場で永年愛用されている
タウパー品質を是非ともご家庭にお届けしたい。
この紙のすべてを見て、触れて、使って、
初めての感動を味わっていただきたい。
“キッチンを楽しく！”彩る、こだわりのパッケージデザイン

Kitchen Towper（キッチン タウパー）は、パルプ 100％の「食材紙」として、プロの現場で使用され
ている高品質キッチンペーパーで、程よい吸水・保湿性と湿潤強度（濡れたときの丈夫さ）にすぐれ、
さまざまな用途にお使いいただけます。“やぶれにくい”“くっつきにくい※”“毛羽立ちが少ない”から、
調理時のストレスを軽減でき、調理を楽しくバックアップします。 片手で取り出せるポップアップタイ
プです。 ※冷凍品は除く

■Kitchen Towper ホワイト L アソート

White Paper

■Kitchen Towper ブラウン L アソート

BROWN Paper

■商品名／個装入数／価格
商品名

個装入数

シートサイズ

価格

Towper おてふきれい
アクア M サイズ

200 枚

220×230（ｍｍ）

オープン価格

Towper おてふきれい
アクア S サイズ

200 枚

220×170（ｍｍ）

オープン価格

Towper おてふきれい
ブラウンソフト M サイズ

200 枚

220×230（ｍｍ）

オープン価格

Towper おてふきれい
ブラウンソフト S サイズ

200 枚

220×170（ｍｍ）

オープン価格

Towper おてふきれい
エコ M サイズ

200 枚

220×230（ｍｍ）

オープン価格

150 枚

250×250（ｍｍ）

オープン価格

150 枚

250×250（ｍｍ）

オープン価格

Kitchen Towper
ホワイト-L アソート
WHITE-L Red
WHITE-L Black
WHITE-L Off-white
※1 ケース（12 箱）に 3 色×4 箱入り

Kitchen Towper
ブラウン-L アソート
BROWN-L Red
BROWN-L Black
BROWN-L Off-white
※1 ケース（12 箱）に 3 色×4 箱入り

「タウパー」「おてふきれい」は株式会社トライフの登録商標です。

■発売日／地域

2021 年 10 月 1 日（一部先行販売あり） ／全国
以上

