
 

報道関係各位                                                2022 年 12 月 27 日 

大王製紙株式会社 
 

ウォルト・ディズニー・カンパニー創立 100 周年記念！ 

グーン「Disney100 オリジナルデザイン品」数量限定発売 

・ディズニーの原点を振り返るデザインで、毎日のおむつ替えに「特別感」をお届け♪ 

・世界で 200 個限定！「Disney100 オリジナルグッズ」が当たるキャンペーンも実施 
 

衛生用紙製品 No.1 ブランド※1 の「エリエール」を展開する大王製紙株式会社（本社：東京都千代田区）は、ディズ

ニーデザインで人気の紙おむつ「グーンプラス 肌快適設計」および「グーン まっさらさら通気」の 2 シリーズ全 7 商品から、 

ウォルト・ディズニー・カンパニーの創立100 周年を記念した限定パッケージ「Disney100オリジナルデザイン品」を2023年

2月1日（水）から数量限定で全国発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発売の狙い 

エリエールブランドの紙おむつ「グーン」は、世界中で親しまれているディズニーデザインを採用し、お子さまの成長を実感し

ながらおむつ替えを楽しんでいただけるブランドです。 

ウォルト・ディズニー・カンパニーが 100 周年を迎える 2023 年は、「Disney 100 Years of Wonder／これからの物

語も、一緒に。」をテーマに、年間を通してさまざまなセレブレーションが実施されます。そこでこのたび、「グーンプラス 肌快適

設計」および「グーン まっさらさら通気」シリーズから、この特別な期間にだけ登場する「Disney100」のアートをパッケージと

紙おむつに採用した「Disney100 オリジナルデザイン品」が数量限定で登場。ディズニーの原点を感じさせる懐かしさがあり

つつも、現代的なポップさも感じられる特別デザインで、この記念すべき節目の商品を通して毎日のおむつ替えに「楽しさ・特

別感」を提供します。 
 

■商品について 

「グーンプラス 肌快適設計」は、クリエーションの始まりを想起させる温かみのある手描きスケッチデザインで、おむつ柄は各

サイズ（M/L/BIG）２種ご用意。2023 年の「Disney100」だからこそ実現したキャラクターの組み合わせで、特別感を

演出しています。「グーン まっさらさら通気」は、1955 年にアメリカでテレビ放送された『ミッキーマウス・クラブ』をモチーフにした

デザインで、おむつ柄は各サイズ（M/L/BIG/BIG より大きいサイズ）２種ご用意しました。どこか懐かしく感じる、アメリカン

レトロな可愛さを演出しています。 
 

■キャンペーンについて 

「グーンプラス 肌快適設計」および「グーン まっさらさら通気」の「Disney100 オリジナルデザイン品」をご購入いただくと、

各シリーズ 100 個限定で「Disney100 オリジナルグッズ」が当たるキャンペーンを併せて実施。パッケージを開けるとその場

で当たりが分かるお楽しみ企画です。 

※1:インテージ SRI＋ ティシュー市場、トイレットペーパー市場、キッチンペーパー市場、ペーパータオル市場の合算（2021 年度メーカー別売上金額） 
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グーンプラス 肌快適設計 

「Disney100 オリジナルデザイン品」  



 

 
【商 品 名】 グーンプラス 肌快適設計 「Disney100 オリジナルデザイン品」 

【発 売 日】 2023 年 2 月 1 日（水）から数量限定で全国発売 

【商品規格】 ３サイズ、男女共用／オープン価格 

 ◎Ｍサイズ（6kg〜12kg）58 枚入 ◎Ｌサイズ（9kg〜14kg）44 枚入 

 ◎BIG サイズ（12kg〜20kg）38 枚入 

【公式 HP】 https://www.elleair.jp/goo-n/campaign/goo-n_d1002023/ 
 

＜商品特長＞ 

■「Disney100」だからこそ実現！キャラクターの共演が楽しめる特別なデザイン 

・パッケージ（各サイズ 1 種）：ディズニーキャラクターたちが赤ちゃんにやさしく寄り添うデザイン。 

・おむつ柄（各サイズ２種）：昔から変わらず、物語は一枚のスケッチから。温もりのある手描きスケッチデザイン。 

ピーター・パンやティンカー・ベル、リロ＆スティッチ、シンバなど、合計 12 キャラクターが登場！普段は一緒に描かれない 

キャラクターの組み合わせで、100 周年の特別感を演出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■「超音波接着」のクッションプリーツでおなかまわりを締めつけにくい 

・おなかまわりの「クッションプリーツ」には、従来の糸ゴムと不織布が全体的に接合する「ホットメルト（接着剤）接着」では

なく、糸ゴムと不織布が部分的に接合する新技術の「超音波接着」を採用。 

・糸ゴムの伸縮を抑制しないため、おなかを締めつけにくく、肌への負担を軽減しています。 

■保湿成分をプラス 

・肌に触れる表面シートに『エリエール 贅沢保湿ティシュー』と同じ保湿成分を配合。 

保湿ティシューのようななめらかな肌触りでこすれ負担を減らします。 

■医師 100 名中、97％が勧めたいと評価！「AskDoctors 医師の確認済み商品」に認定 

・医師 100 名による評価を行った結果、97％が周囲の人に「勧めたい」と回答した「AskDoctors 医師の確認済み商

品」です。 

 

＜「AskDoctors 医師の確認済み商品」とは？＞ 

日本最大級の医療従事者向け専門サイト「m3.com」の会員医師が、商品に対して客観的に評価を行うサービス。 

一定の基準を満たした場合にのみ「医師の確認済み商品」として認証マークが付与されます。 
 

調査時期：2019 年 9 月 

調査対象：産婦人科医・小児科医計 100 名 

調査手法：資料を提示し、実際に商品を確認した上での web アンケート調査 

 

 

①グーンプラス 肌快適設計 「Disney100 オリジナルデザイン品」 商品概要 

 

NEW 
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＜おむつ柄＞ M サイズ L サイズ BIG サイズ 

前 前 後ろ 後ろ 前 後ろ 

M サイズ L サイズ BIG サイズ 

前 前 後ろ 後ろ 後ろ 前 

https://www.elleair.jp/goo-n/campaign/goo-n_d1002023/


 

 

 
【商 品 名】 グーン まっさらさら通気 「Disney100 オリジナルデザイン品」 

【発 売 日】 2023 年 2 月 1 日（水）から数量限定で全国発売 

【商品規格】 4 サイズ、男女共用／オープン価格 

 ◎Ｍサイズ（6kg〜12kg）74 枚入 ◎Ｌサイズ（9kg〜14kg）56 枚入 

 ◎BIG サイズ（12kg〜20kg）50 枚入 ◎BIG より大きいサイズ（13kg〜25kg）34 枚入 

【公式 HP】 https://www.elleair.jp/goo-n/campaign/goo-n_d1002023/ 
 

＜商品特長＞ 

■1955 年にアメリカで放映された『ミッキーマウス・クラブ』がモチーフ♪どこか懐かしさを感じるデザイン 

・パッケージ（各サイズ 1 種）：ミッキーマウスが子どもたち（マウスケティアーズ）をセレブレーションまで導いて行進するデザ 

イン。サイズによって異なる 4 種のカラー展開です。 

・おむつ柄（各サイズ２種）：『ミッキーマウス・クラブ』をモチーフに、ベビー用品には珍しくどこか懐かしさを感じるデザイン。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■おしっこをすばやく吸い込む！まっさらさら吸収体 

・高通液ポリマー採用で、おしっこと湿気の通り道を確保します。 

・おしっこをすばやく吸い込み、おむつ内のムレを外側に追い出すので、お肌がさらさらで快適。 

■ムレを追い出す全面通気性シート 

・長時間使ってもさらさら感が続く全面通気性シートを採用し、おむつ内のムレを追い出します。 

■「すきまモレ安心」構造 

◎M・BIG より大きいサイズ：背中と足まわりのギャザーでやさしくフィット。締めつけにくく、肌にやさしい仕様です。 

◎L・BIG サイズ：内側ギャザーと外側ギャザーが太ももにフィットし、動き回っても足を広げて座っても、ズレずにモレを防ぎます。 
 

 

 

■その場で当たりがわかる！「Disney100 オリジナルグッズ」プレゼントキャンペーン実施！ 

「グーンプラス 肌快適設計」および「グーン まっさらさら通気」の「Disney100 

オリジナルデザイン品」商品をご購入いただくと、各シリーズ 100 個限定で

「Disney100 オリジナルグッズ」が当たる記念キャンペーンを実施。 

パッケージの中に「当選カード」が入っていたら、ここでしか手に入らない

「Disney100」の限定グッズをお届けします。 
 

© Disney 
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard. 

②グーン まっさらさら通気「Disney100 オリジナルデザイン品」 商品概要 

 

NEW 

NEW 

BIG より大きいサイズ M サイズ L サイズ BIG サイズ 

後ろ 後ろ 後ろ 前 前 前 後ろ 前 

③＜共通＞「Disney100 オリジナルグッズ」プレゼントキャンペーン 

 

＜おむつ柄＞ 
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BIG より大きいサイズ M サイズ L サイズ BIG サイズ 

後ろ 後ろ 後ろ 前 前 前 後ろ 前 

https://www.elleair.jp/goo-n/campaign/goo-n_d1002023/


【お問合せ】 エリエールお客様相談室 フリーダイヤル：0120-205205（受付 9:30〜16:30／土日祝日を除く） 

 MAIL：https://www.elleair.jp/inquiry/rules 
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