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「ララムーンシリーズ商品」 
 

案内資料 
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“世界のサニタリー製品” 
を製造するインターナショナル自社工場 
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・ISO9001取得  
 

・米国FDA認証取得 

4 

・欧州市場における 
“医用機器ＣＥマーキング取得” 
 サニタリー製品の製造 

“世界のサニタリー製品” 
を製造するインターナショナル自社工場 



• トルマリンパワーを最大限活用する 

 特殊コーティング（自社特許技術） 

 

• 安心・安全で、素早く体感できる高品質 

 

• 世界80ヶ国以上での販売実績 
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ララムーンシリーズ商品の特徴 



ララムーン特許技術概要 

(WIPO,世界知的所有権機関;PCT.特許協力条約) 
2005-12  WO2005118010A1   WIPO・(PCT) 
2004-06  CN200420064658.0  CHINA 
 

Description 
マイナスイオンセンターテープを含む生理用ナプキンまたはパッドの開発 
 

開発の目的・概要 
開発の目的は、生理用ナプキンまたはパッドを使用中、人体によって加熱および湿らせるこ
とにより、殺菌効果、抗炎症効果、および正確な効果を持つ部品を提供することです。 
 

トルマリンパウダー＆ナノセラミックパウダー配合センターテープ 
トルマリンパウダーとは、温度および湿度の条件下で、マイナスイオンを自動的に放出できる
アクティブな宝石を含むトルマリンのことです。最大100万電子ボルトの電位差が生じる可能
性があります。これにより、空気がイオン化され、ヒット電子が隣接する酸素分子と水分子に
付着し、負の空気イオン、つまり負の水素イオンH302と負の酸素イオンに変換されます。抗
菌・婦人科疾患予防につながります。 
 

ナノセラミックパウダーは、波長4〜14ミクロンの遠赤外線を放出します。放射率が85％を超
える遠赤外線は皮下組織を透過し代謝を促進、免疫力を高めます。これをパッドに使用する
ことにより、膣周囲の微小循環を促進し、生物学的酵素や膣内の酸性分泌物を増やし、PH
値を調整し、女性の自己保護能力を改善します。 
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CEマーク：製品をEU加盟国へ
輸出する際に、使用者・消費
者の健康と安全および共通利
益の確保を守るための条件       
（安全基準条件）を満たすこと
を証明するマークです。 

ISO9001：製品・サービスの品
質を継続的に向上させていくこ
とを目的とした品質マネジメント
システム規格。外部の第三者
機関から証明（認証）を得ること
で、組織内外に対する説明責
任を果たすことができ、社会的
信頼を得ることができます。 

ISO9001取得 CEマーク取得 米国FDA認証取得 

米国FDA：アメリカ食品医薬品局。
米国で販売される食品、医薬品
医療機器等の安全性と有効性に
ついての保証認定や取締りなど
を行う専門機関です。 
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検査機関による試験データ（完成品） 
ＳＧＳ（ Société Générale de Surveillance） 

 

・転移性蛍光増白剤の未検出     ・塩素含有量≒「0.0％」 
 （検査結果0.012％）  1mg/kg=0.0001% 

 
 

SGS：検査・検証・試験および認証業界において世界的な 
    トップ企業。現在、世界2,400カ所以上のオフィスお 
    よび研究所にて活動。 

塩素含有量：一般的に殺菌などの目的で使用される漂白剤な 
         どの残留の目安になります。弊社こだわりの加工 
         技術で、「ほぼゼロ」を達成しております。一般の 
         メーカーでは、データを開示していません。 
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検査機関による試験データ（完成品） 

国家紙質監督検査センター 
 

  ・各種菌類の未検出     ・PH値7.3（中性）  
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ララムーンのこだわり品質 
• ポリプロピレン不織布：（ビューティーパッド表面層に使用） 

   繊維の中で最も比重が軽く、吸湿性・吸水性がほとんどない。独自のDrilling構造で、ソフトな感触と
究極のさらさら感を実現。 
 

• ＰＥＴ不織布:（トルマリン＆ナノセラミック配合センターテープに使用） 

   耐熱性・耐水性に優れ､寝具用・衣料用等の中素材にも使用される。 
 

• ポリオレフィン系不織布:（超吸収シートに使用） 

   紙おむつなどにも使われ、「柔らかな肌触り」が特長。 
 

• 綿状パルプ:（超吸収シートに使用） 

   アメリカ・カナダ製の高級バージンパルプを使用。不織布・吸水紙よりも吸水率が高い。 
 

• 高分子吸収材: 

   大手日本メーカー製の高品質の高分子吸収材を使用。 
 

• ポリエチレンフィルム:（防水層に使用） 

   吸水性がほとんど無いため防水性が高い。高い通気性を確保。 
 

各素材メーカーへ素材の安全性を確認し、弊社工場にて製品化しております。 
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株式会社ウィナライトジャパン 
TEL：03-3980-9666  

LINE ID：@winalite.jp 

LINE@からのお問合せもマンツーマンにて対応いたします！ 

https://lin.ee/GJ5ZhWK
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私たちの使命 

 ：弊社商品を取り扱っている世界の拠点 

ウィナライト・インターナショナルは、 
「ライフスタイルのイノベーション」に貢献し、全世界の 
ご愛用者様へ、更なる喜びと感動を提供し続けます。 
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ララムーンシリーズ 外箱デザイン 
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ララムーンシリーズ パッケージデザイン 
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ララムーンシリーズ商品の魅力 

1. 高機能トルマリン＆ナノセラミック配合センターテープ 

  使用（自社特許技術）  
 

2. マイナスイオンで抗菌・消臭 ＆ 遠赤外線で暖か 
 

3. 各素材のもつ機能を最大限に高める多層構造 
 

4. 安全・高機能な超吸収シートで、しっかりガード・清潔に 
 

5. ムレに安心な全面通気性で、いつもサラサラ・快適 
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高機能トルマリン＆ナノセラミック配合センターテープ 
使用（自社特許技術）  

•  ２層目（センターテープ） 

  ＰＥＴ不織布にトルマリンパウダー＆ナノセ
ラミックパウダーを、特殊コーティングを施
し配合。（自社特許技術）  

 

       1層目（表面層）と３層目（超吸収シート）の
間に配置することで、装着中の摩擦作用
により、抗菌・消臭（マイナスイオン）＆保
温効果（遠赤外線）を最大限に活用します。 

環境別マイナスイオン濃度（個/㎤） 

森林・滝 10,000～20,000 

山・海辺 5,000～10,000 

郊外・田舎 1,000～5,000 

都市公園 400～600 

マイナスイオン濃度検査結果 

＞＞検査値：6,160個/㎤ 
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マイナスイオンで抗菌・消臭＆遠赤外線で暖か 

遠赤外線検査結果（抜粋） 

抗菌活性値の検査結果（抜粋） 

抗菌活性値：Antibacterial Activity Value 

抗菌性試験方法で定められている試験方法で、抗菌効
果の程度を判定する指標の値。 

抗菌活性値2.0 以上(99%以上の死滅率)で抗菌
効果があると規定されている。 

細菌の種類 抗菌活性値 

大腸菌 5.6 

黄色ブドウ球菌 5.3 

緑膿菌 6.1 

溶血性連鎖球菌  6.1 

標準総放射率：0.86  
 

＞＞セラミックスと同等の高放射率 
 

    ※セラミックスの放射率：0.8～0.9 
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ララムーン３種類セット（１９パック） 
  ・レギュラーサイズ １０パック（1パック８枚入） 
  ・パンティーライナー ５パック（1パック２４枚入） 
  ・ロングサイズ ４パック（1パック８枚入） 
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• １層目（表面層）  

   通気性・柔軟性・軽量性に優れたポリプ
ロピレン不織布に、独自の特殊加工
（Drilling構造）を施し、表面を通過した水
分が「逆戻りしにくい構造」になっており、
究極のサラサラ感を実現しています。 

 

 ※Drilling構造とは表面がろうと型になってい
て、吸収した水分を逃さない構造のこと。 

各素材のもつ機能を最大限に高める多層構造 

１層目（表面層） ２層目（センターテープ） 

３層目（超吸収シート） 

なぜ天然綿を使用しないの？ 

天然綿はどうしてもその特徴から、吸収した水分が表面にも浮き出て
しまいます。（手を拭いたハンカチの表面が濡れたままになる状態） 
弊社は通常のものと違い、特殊加工したポリプロピレン不織布を採用
しております。これにより、究極のサラサラ感を実現しています。 
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安全・高機能な超吸収シートで、しっかりガード・清潔に 

• ３層目、５層目（超吸収シート） 

   ポリオレフィン系不織布と綿
状パルプから成る超吸収シー
トで、４層目の高分子吸収材を
くるりと包み込んでいます。 

 

   表面層を通過した水分は、ポ
リオレフィン系不織布で広がり、
素早く綿状パルプで吸収され
ると同時に高分子吸収材へ導
かれます。 

 

 

 

３層目、５層目（超吸収シート） 

６層目（防水層） ４層目（高分子吸収材） 
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• ４層目（高分子吸収材） 

   

     自重の約３０倍以上の

水分を吸収することがで
き、ゲル状に固まります。 

      

   さらに、吸収後の圧力
にも耐え、「水分が逆戻
りしない」ため不快感が
ありません。  

 

①水と注入器を用意 ②水50cc を注入器に準備 

④20秒後、ティッシュで押さえる ③水50cc を注入 

⑤水分をほぼ吸収している ⑥40秒後、水分の逆戻りなし 

吸収性のテスト 

安全・高機能な超吸収シートで、しっかりガード・清潔に 
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ムレに安心な全面通気性で、いつもサラサラ・快適 

• ６層目（防水層） 

   水分を通さないポリエチレン
フィルムに高い通気性（全面通
気性）を施しております。  

 

 

 

• 外装（高価&安心のアルミ箔） 

   遮断性・遮光性に優れた厚手
のアルミ箔を使用。外部からの
酸素や湿気、また光による商
品劣化を防ぎます。 

         さらに消費期限も記載し、常
にフレッシュな商品をお届けで
きるよう、徹底した品質管理を
心掛けております。一般のメー
カーより、高価で安心・安全な
パッケージを使用しています。 

 

①お湯の入ったコップと商品を用意 ②商品全体をコップに載せて挟む 

③1分後、コップに曇り発生     
⇒高い通気性 

商品全体の通気性テスト（装着時を想定） 
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ララムーンパンティーライナーセット 

（１６パック）・ 1パック２４枚入 
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ユニークなパンティーライナーで、毎日快適 

• １層目（表面層）には、セルロースファイバー
を採用。綿を原料とした天然素材で、特徴と
して、ソフトな感触、吸湿性あり、静電気が
起きにくい、などがあげられます。 

   綿と比較して、吸湿性と通気性がより優れ
ており、その吸湿度は13％～15％と、綿より
6％～7％ほど高く、毎日サラサラ、快適にご
使用いただけます。    

 

• ２層目には、トルマリンパウダー＆ナノセラ
ミックパウダー配合センターテープを配置。 

    1層目（表面層）と３層目（超吸収シート）の

間に配置することで、装着中の摩擦作用に
より、抗菌・消臭・保温効果を最大限に活用
します。 

 

• ３層目（超吸収シート） 

   ポリオレフィン系不織布と綿状パルプから
形成されたシートで、表面層を通過した水分
は、ポリオレフィン系不織布で広がり、素早く
綿状パルプで吸収されます。 

１層目（表面層） ２層目（センターテープ） 

３層目（超吸収シート） 

～「ララムーン」にできること、拡大中！！～  
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ご愛用者様からのお声 
• 生理とは関係のない年齢になりましたが、パンティーライナーを常に使用して
います。昔から冷え性で困っていたところ、知人からララムーンを紹介され、
この商品を使用してからは、身体の冷えがなくなりました。たまにパンティー
ライナーを切らしてしまい市販品を代用すると、すぐに身体の冷えが逆戻りし
ます。本当にララムーンは冷え性の私には手放せない大切なものです。一生
のおつきあいと思っています。  
 

• 帯状疱疹になった時にパンティーライナーを貼りました。治りが早く医者も驚
いていました。これからもよろしくお願いします。 
 

• 臭いに敏感なので、生理の時は特に周囲に気を使っていましたが、ララムー
ンに出会ってからは全く気にならなくなりました。いつもサラっとしているので、
ムレなどの不快感もありません。 
 

• 何年もララムーンにお世話になっております。生理痛や頭痛に悩まされてい
たのですが、使いはじめてから嘘のように軽減されました。今では娘も使用し
ています。 

※個人の感想です。 
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株式会社ウィナライトジャパン 
TEL：03-3980-9666  

LINE ID：@winalite.jp 

LINE@からのお問合せもマンツーマンにて対応いたします！ 

https://lin.ee/GJ5ZhWK

