
 

2015 年 8 月 6 日 
 

日本トイザらス、ベビーザらスの紙おむつ『ULTRA
ウ ル ト ラ

 plus
プ ラ ス

』を 8 月下旬にリニューアル発売！ 
肌への優しさにこだわり、『ULTRA plus』史上最も柔らかい肌ざわりを実現！ 

 

玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店である日本トイザらス株式会社（本社：神奈川県川崎市、以下、

日本トイザらス）は、ベビーザらスの日本製紙おむつ『ULTRA plus（ウルトラプラス）』をリニューアルし、2015 年  

8 月下旬より、全国のトイザらス、ベビーザらス店舗および「トイザらス・ベビーザらス  オンラインストア

（www.babiesrus.co.jp）」にて販売を開始いたします。 
 

『ULTRA plus』は、日本トイザらスが日本のママの声をもとに開発した、日本製の紙おむつです。1999 年に発売

して以降、お客様のご意見やご要望、環境の変化などに応じてリニューアルを重ね、15 年以上にわたって販売して

まいりました。 
 

約 1 年半ぶりとなる今回のリニューアルでは、「肌への優しさ」を追及してさらなる柔軟性の向上を図り、吸収力

や通気性などの機能はそのままに、『ULTRA plus』史上最も柔らかい肌ざわりを実現いたしました。従来どおり、 

テープタイプ（新生児、S、M、L サイズ）とパンツタイプ（M、L、ビッグ、ビッグより大きいサイズ）の 2 種類のライン 

ナップで展開いたします。また、『ULTRA plus』ならではの「スヌーピー」柄を刷新し、新たなデザインでおむつ替え

の時間を楽しく演出いたします。 
 
『ULTRA plus』リニューアルのポイント 
＜テープタイプ＞ 
 表面により立体的なエンボス加工を採用し、柔らかさを

向上 
 バックシートに波エンボス加工を施し、柔らかさを向上 
 新生児、S サイズは 1,099 円、M、L サイズは 1,299 円

の新価格 
 12 種類の「スヌーピー」柄を刷新 
＜パンツタイプ＞ 
 バックシートに新素材を採用し、柔らかさを向上 
 全サイズ 1,299 円の新価格 
 表側 2 種類、裏側 10 種類の「スヌーピー」柄を刷新 
 

なお、パンツタイプ（L、ビッグサイズ）は、今年原作出版 70 周年を迎える大人気キャラクター「きかんしゃ     

トーマス」柄も新デザインで同時発売いたします。 
 

日本トイザらスでは、今回の『ULTRA plus』リニューアルを記念して、8 月 28 日（金）より、全国のトイザらス、     

ベビーザらス店舗にて、『ULTRA plus』の単品パックを 3 個購入された方、全店合計先着 20,000 名様※1 に    

オリジナルデザインのエコバッグをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。 
 

今回の発表にともない、日本トイザらス マーチャンダイズ本部、マーケティング本部、e コマース本部統括    

本部長のマーク・ゴダードは次のように述べています。「当社は、グローバルな玩具とベビー用品のオーソリティ  

として、特にベビー用品において、お客様にとって品質と価値の高い商品の改良に継続的に努めております。   

新改良いたしました『ULTRA plus』は、これまでで最も高い柔軟性を実現しておりますので、お客様には優れた  

品質と価値にご満足いただけると確信しております。」 
 
＊記載価格は、単品パックの店頭通常販売価格（税抜）（予定）です。 
※1：各店舗のプレゼント用意数は、各店の店頭でご確認ください。 
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（左）ULTRA plus ＜テープタイプ＞ 新生児サイズ 1,099 円 
（右）ULTRA plus ＜パンツタイプ＞ L サイズ 1,299 円 

http://www.babiesrus.co.jp/
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紙おむつ『ULTRA plus』商品概要 
＜テープタイプ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜パンツタイプ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 M サイズ L サイズ ビッグサイズ ビッグより 
大きいサイズ 

枚数 74 枚 58 枚 50 枚 36 枚 
対象体重 7kg～12kg 9kg～14kg 12kg～20 kg 13kg～25kg 

ウエストまわりサイズ 38cm～49cm 40cm～53cm 44cm～57cm 48cm～63cm 

 新生児サイズ S サイズ M サイズ L サイズ 

枚数 98 枚 90 枚 80 枚 68 枚 
対象体重 ～5kg 4kg～8 kg 6kg～11 kg 9kg～14 kg 

＜NEW＞ 
おむつ替えを楽しく演出するスヌーピーの
新デザイン。スヌーピーやウッドストック、 
ベルやオラフも登場！（全 12 種類） 

＜NEW＞ 
表面により立体的なエンボス加工を採用
し、柔らかさアップ。肌との接触面積が 
減り、さらさら長続き 

＜NEW＞ 
バックシートに波エンボス加工
を採用し、柔らかさアップ 

消臭ポリマー配合で使用後
のニオイを軽減 

交換時期がわかるお知らせ 
マーク付き 

ウエストギャザーでモレに 
安心 

全面通気性シートでムレ・   
カブレを軽減 

足まわりの立体ギャザーで  
しっかりモレ防止 

【エンボス加工】 

＜NEW＞ 
おむつ替えを楽しく演出するスヌーピーの
新デザイン。スヌーピーやウッドストック、 
ベルが登場！（表側 2 種類、裏側 10   
種類） 

＜NEW＞ 
バックシートに新素材を採用し、柔らかさ  
アップ。おなかも足まわりも柔らかく    
フィット。動きやすくてモレにくい 

足まわりの立体ギャザーで  
しっかりモレ防止 

交換時期がわかるお知らせ 
マーク付き 
※ビッグより大きいサイズを除く 

全面通気性シートでムレ・   
カブレを軽減 

消臭ポリマー配合で使用後
のニオイを軽減 

うす型スタイリッシュ 

※対象体重、ウエストまわりサイズは目安です。※イラストと実際の商品は異なる場合があります。©2015 Peanuts Worldwide LLC www.SNOOPY.co.jp 
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＜日本トイザらス株式会社について＞ 
トイザラス・インクを親会社にもつ日本トイザらスは、日本において、約 7,000 人の従業員を擁しています。     

全国 164 店舗（8 月 6 日現在）の「トイザらス」「ベビーザらス」、「トイザらス・ベビーザらス オンラインストア」

（www.toysrus.co.jp）を運営し、国内外の信頼できるメーカーの質の高い商品をご提供しております。 
 
日本トイザらス株式会社             www.toysrus.co.jp/truj 
トイザらス・ベビーザらス 店舗情報      www2.toysrus.co.jp/store 
トイザらス・ベビーザらス公式 Facebook  facebook.com/toysrusjp / facebook.com/babiesrusjp 
トイザらス・ベビーザらス公式 Twitter     twitter.com/toysrus_jp / twitter.com/babiesrus_jp 
 
＜トイザラス・インクについて＞ 
トイザラス・インクは世界各国の「トイザラス」や「ベビーザラス」などをとおして他社とは異なるショッピング体験を 

ご提供する、世界有数の玩具・ベビー用品の総合専門店です。現在、全米、プエルトリコ、グアムで 865 店舗の 

「トイザラス」、「ベビーザラス」を展開し、海外においては、37 の国と地域で直営店を 735 店舗、ライセンスストアを

245 店舗展開しています。また、格式ある FAO Schwarz ブランドを独占的に運営し、FAO.com にて品質の良い 

玩具をご提供しています。E コマースでは、Toysrus.com、Babiesrus.com、FAO.com といったインターネット通販

サイトを運営し、幅広い品揃えで当社ならではの玩具とベビー用品をご提供しています。トイザラス・インクは、米国

ニュージャージー州ウェインに本社を置き、世界中に毎年約 66,000 人の従業員を擁しています。お子様の安全を

守り、支援する取組みを随時ご提供し、お客様から信頼される身近なお店として地域社会に貢献してまいります。 
 
※：「トイザらス」「ベビーザらス」という表記は日本国内の社名および店舗名のみに使用し、日本以外の世界各国における社名や店舗名は「トイザラ

ス」「ベビーザラス」と全てカタカナ表記になります。 
 
 

＜報道関係者のお問い合わせ先＞ 
日本トイザらス株式会社 広報室 【TEL】 044-549-9072 

【E-Mail】 pr-japan@toysrus.com 

http://www.toysrus.co.jp/?utm_medium=pr&utm_source=externalpr
http://www.toysrus.co.jp/truj/
http://www2.toysrus.co.jp/store/
http://facebook.com/toysrusjp
http://www.facebook.com/babiesrusjp
http://www.twitter.com/toysrus_jp
http://www.twitter.com/babiesrus_jp
http://www.fao.com/
http://www.toysrus.com/
http://www.babiesrus.com/
http://www.fao.com/
mailto:pr-japan@toysrus.com

