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「キレキラ®！」ブランドに新商品登場
リビング掃除用品、キッチン掃除用品など全 8 アイテムを新発売！
衛生用紙製品 No.1※1 ブランドの「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、ト
イレクリーナーやフロアワイパーを展開する「キレキラ®！」ブランドから、リビングやキッチンに対応する新商品 8 アイテムを
2021 年 10 月 1 日（金）より全国で発売。住空間をキレイにする、 “ふき掃除”ブランドとして展開します。

■発売のねらい
近年、住居用掃除用品市場は新型コロナウイルス感染拡大の影響で大きく伸長を続けています。2020 年度は
2,000 億円近い市場となり、2017 年度の 1,446 億円から 133.6％に拡大しました※2。“ふき掃除”は「掃除機だけ
では取れない汚れがある」「水拭きはやるとやらないとでは、仕上がりが全く違う」と、掃除において重要視されている一方、
『特に面倒だと感じる家事』では「ぞうきんがけ」が 1 位※3 になるなど、「手間がかかるからやりたくない」と多くの方が負担に
感じています。キレキラ®！は『“ふきたて”の気持ち良さを、毎日の当たり前に』することを目指し、新しい掃除スタイルを提
案する、“ふき掃除”ブランドとして展開します。
2015 年にトイレ用掃除用品市場において、「キレキラ®！トイレクリーナー」を上市。2017 年度には世界初技術※4
のナノ繊維（セルロースナノファイバー）配合のトイレ用掃除シートにリニューアルし、基幹商品として確立。そしてこのたび、
「キレキラ®！」ブランドとして、その名称に込められた“キレイを気楽に”をテーマに、リビングおよびキッチン分野に新商品を
発売します。ワイパー用ウエットシート 4 商品、ルームクリーナー2 商品、キッチンクリーナー2 商品を投入。トイレクリーナー
など既存品と合わせた計 17 アイテムにラインナップを拡充します。
■商品について
『キレキラ®！ワイパー ウエットシート』は、ベタつき汚れはもちろん、意識が外れがちな床の菌やウイルス除去ができる
商品。除菌 99.9％※5、ウイルス除去※5※6、24 時間抗菌※5※7 機能付き。シートは厚手の 3 層構造で、中層の水分
キープ層から適度な洗浄液がしみ出し約 30 畳*1 拭くことができます。新処方の薬液と凸凹（ひし形＆ひょうたんエンボ
ス）シートでスーッと軽いふき心地ながら、汚れをしっかりかきとります。
『キレキラ®！ルームクリーナー』は、70 枚入り*2 の大容量ボトルタイプ。水分たっぷりの厚手なメッシュシートで、家じゅ
うの汚れを毎日、経済的にお手入れ。除菌 99.9%※5、ウイルス除去※5※6。汚れだけでなく、見えない菌やウイルスまで
ふき取ります。

『キレキラ®！キッチンクリーナー』は、油汚れに特化した薬液処方と汚れをかきとる独自の凸凹（ひし形＆ひょうたんエ
ンボス）シートでキッチンの気になる汚れをしっかり落とします。除菌 99.9％※5、ウイルス除去※5※6、24 時間抗菌※5※8
機能付き*3。厚手で大判（200mm×300mm）なので、コンロ回りや調理台などしっかり拭けます。
「キレキラ®！」では、ふき掃除は手間と時間がかかるもの、と思われていた従来の概念を変えるため、今後も住宅用
掃除用品市場に新商品を展開してまいります。
※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（2020 年度メーカー別売上金額）
※2 2017 年度～2020 年度 SRI＋データベース（金額）
※3 2019 年アイロボット社調査。ｎ=800
※4 トイレ用ペーパークリーナーにセルロースナノファイバーを配合する技術。Mintel 社データベース内 2017 年 5 月当社調べ
※5 特定の菌（及びウイルス）・条件下で試験。すべての菌・ウイルスに同様の効果が得られるものではありません。
※6 エンベロープタイプのウイルス１種で効果を検証。
※7 一般的なフローリング材を抗菌。
※8 一般的なステンレス材を抗菌
*1 ウエットシート Light は約 12 畳拭くことができます。
*2 つめかえ用は 60 枚入です。
*3 キッチンクリーナーLight は除菌機能のみ。

― 「キレキラ！」 商品概要 ―
【発 売 日】 2021 年 10 月 1 日（金）より全国発売
【商品内容】 全 17 アイテム／オープン価格
◎キレキラ！ワイパー：新商品 4 アイテム＋既存品 3 アイテム
◎キレキラ！ルームクリーナー：新商品 2 アイテム
◎キレキラ！キッチンクリーナー：新商品 2 アイテム
◎キレキラ！トイレクリーナー：既存品 6 アイテム
※トイレクリーナー、ルームクリーナーには詰め替え用、ワイパーには 2 パック入りをご用意

【公式 HP】 https://www.elleair.jp/kirekira
【お問合せ】 エリエールお客様相談室
TEL：0120-205205（受付 10 時～16 時／土日祝日を除く）
MAIL：https://www.elleair.jp/inquiry/rules

＜新商品＞ キレキラ！ワイパー 徹底キレイ ウエットシート／同 Light

■ホコリや髪の毛、食べこぼし、皮脂汚れなど、さまざまな床の汚れをすっきり落とします。
■汚れをかきとる独自の凸凹（ひし形＆ひょうたんエンボス）シートで、ふきムラなくしっかり落とします。
■厚手の 3 層構造で、中層の保水層から適度な洗浄液がしみ出す給水シートを採用。1 枚両面で最大 30 畳拭くこと
ができます。Light タイプは 1 枚両面で約 12 畳拭くことができ、部屋数やライフスタイルに合わせてお選びいただけます。
■除菌 99.9％※5 に加え、ウイルス除去※5※6、24 時間抗菌※5※7 機能付きです。
■香りが気にならない無香性。
■各社共通タイプ（どのフロアワイパーにも使用できます。）

キレキラ！ワイパー 徹底キレイ ウエットシート
（18 枚入／約 300mm×約 200mm）

キレキラ！ワイパー 徹底キレイ ウエットシート Light
（22 枚入／約 300mm×約 200mm）

＜新商品＞ キレキラ！ルームクリーナー 徹底キレイ おそうじクロス 本体／つめかえ用

■テーブル・ソファなどの家具やドアノブなどの、日常生活における皮脂汚れや油汚れ、見えない菌やウイルスまで、
これひとつでしっかり落とします。
■厚手で丈夫なメッシュシートが 70 枚（つめかえ用 60 枚）入った大容量のボトルタイプ。
らくらく取り出し口でサッと使え、家じゅうの汚れを毎日、経済的にお手入れできます。
■除菌 99.9％※5 に加え、ウイルス除去※5※6。
■中性薬液。植物由来の洗浄成分配合。
■香りが気にならない無香性。

キレキラ！ルームクリーナー 徹底キレイ おそうじクロス 本体
（70 枚入／約 140mm×約 200mm）

キレキラ！ルームクリーナー 徹底キレイ おそうじクロス つめかえ用
（60 枚入／約 140mm×約 200mm）

＜新商品＞ キレキラ！キッチンクリーナー 徹底キレイ おそうじシート／同 Light

■油汚れに特化した薬液処方と汚れをかきとる独自の凸凹（ひし形＆ひょうたんエンボス）シートを採用し、
油はねや食料こぼれ、調味料こぼれをしっかり落とします。
■厚手で大判（200mm×300mm）、水分たっぷりなので、コンロ回りや調理台などしっかり拭けます。
■除菌 99.9％※5 に加え、ウイルス除去※5※6、24 時間抗菌※5※8 機能付き*3 です。
■植物由来の洗浄成分配合。
■香りが気にならない無香性。

キレキラ！キッチンクリーナー 徹底キレイ おそうじシート
（20 枚入／200mm×300mm）

キレキラ！キッチンクリーナー 徹底キレイ おそうじシート Light
（30 枚入／200mm×300mm）

＜既存品＞ キレキラ！ワイパー 徹底キレイ 本体／ドライシート
ワイパーはシート中央で汚れをキャッチできる立体形状＆角の汚れを逃さないコー
ナーフラット形状を採用。汚れがちなヘッド裏が外せて洗える清潔設計です。ヘッド
をペタッと倒せるのでソファ下など 3cm の高さのスキマにも対応できます。ドライシー
トは立体 3 層構造で、シートの内側に汚れを閉じ込めて捕集します。独自の細か
い立体的な格子状の凸凹と「V 字」起毛部分が、ホコリや髪の毛、ハウスダスト等
キレキラ！ワイパー 徹底キレイ 本体
キレキラ！ワイパー 徹底キレイ ドライシート

を取り込んで絡め取ります。

＜既存品＞ キレキラ！トイレクリーナー1 枚で徹底おそうじシート（クリーンフローラル／ハッピーローズ／シトラスミント）
■ゴシゴシ拭いても破れにくい！丈夫ささらに 2 倍※9
■世界初技術※4！極細「ナノ繊維（セルロースナノファイバー）」入りシート
■除菌 99.9％※10、消臭※11、24 時間抗菌・防臭※12
■汚れをしっかりふき取る独自の立体凸凹エンボス
■水分たっぷりで、お掃除の最後まで乾きにくい
■使用後はトイレに流せます。
※9 大王製紙調べ、「キレキラ！トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート」従来品との比較。
※10 ウエットワイパー類の除菌性能試験方法に準ずる試験による。
すべての菌を除去できるわけではありません。
※11 大王製紙調べ、検知管法。
※12 JIS Z 2801 に準じて行われた試験の結果に基づくふき取り後の評価。
キレキラ！トイレクリーナー 1 枚で徹底 おそうじシート

