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取材依頼、画像貸し出し、ご不明点など本リリースに関する ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

クリエイティブ制作や「木の紙」の商品開発・販売を展開する「株式会社クレコ・ラボ」（所在地：東京都港区、代表：興津世禄）は、ヒノ
キ素材の「木の紙」からつくられた「ヒノキのマスクケース」（ノーマルタイプ、スリムタイプ、立体マスク用）を 11 月より発売いたします。
新型コロナウイルス感染症の影響のほか、気温の低下や空気の乾燥などウィルスや菌がより気になる季節になり、生活必需品の「マスク」ケア
にも注目が集まってきました。そこでクレコ・ラボは、口に触れるものだからこそ、衛生的に収納できるマスクケースはできないかと、ヒノキの木が
持つ抗菌作用に着目。自社が開発してきたヒノキ素材の「木の紙」にも同様の効果が期待できるのではと考え、九州大学 森林圏環境資源科学
研究室 清水邦義准教授らの研究グループとの共同研究を行なったところ、細菌の増殖を抑制することが認められました。この作用により、感染
症や風邪予防が期待できます。今回発売される「ヒノキのマスクケース」には、ヒノキ素材の「木の紙」のシートを使用することで抗菌作用がは
たらくとともに、シートに天然のヒノキ精油を染み込ませているため、使うたびに爽やな香りが漂いリラックス、ストレスを軽減させ免疫を向上
させる効果も期待できます。サイズは、最大重量約 12g と軽量なので持ち運びもスマート。商品は、クレコ・ラボのオンラインショップのほ
か、久我山のインテリアショップ「Supermama mit tobuhi」にて販売を開始します。毎日使うものだからこそ、お食事時などの一時的な収
納ケースとして、スペアのマスクとして衛生的に収納できるマスクケースをぜひご利用ください。

■特徴
・ヒノキ素材の「木の紙」が持つ天然の抗菌効果でいつでも衛生的に収納可能
・天然のヒノキ精油でリラックス、ストレスを軽減させ、免疫を向上させる効果も期待
・最大重量約 12g。コンパクトで軽いから、カバンに入れても気にならない

天然ヒノキの抗菌作用と爽やかな香りでリラックス
「木の紙」から生まれた「ヒノキのマスクケース」が3つのタイプで新登場！

※ヒノキ素材の「木の紙」からつくられた商品も同様の抗菌効果が期待できます。ぜひ合わせてご活用ください。

取り扱いショップ「Supermama mit tobuhi」
日本の産地（つくり手）と消費地（つかい手）を
繋ぎ、シンガポール（アジア）のデザインを東京（日
本）に伝えるお店。 https://www.tobuhi.co.jp
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●ヒノキ素材の「ヒノキのマスクケース」が持つ効果

ヒノキの匂い成分にはストレスを軽減させ、免疫細胞を向上させる効果をあげた報告が
あります。マスクケースには天然のヒノキ精油を染み込ませているため、開けるたびヒノ
キの香りを感じることができます。また、木材は視覚的な効果として心理的な印象、生
理面に作用し、快適感に良い影響を与えることが挙げられています。
（参考：林野庁「科学的データによる木材・木造建築物のQ&Aより」）
※マスクケースには、ひのき精油をしみこませてありますが、香りが足りなく感じたり、香りが切れ
てきたら、お好みのアロマオイル（精油）を染み込ませてお使いください。

天然のヒノキの香りでリラックス♪
ストレス軽減、免疫向上へ

木の紙は木材を極薄にスライスし、紙と貼り合わせた素材のため、軽くしなやかです。
「ヒノキのマスクケース」は一番大きいタイプで約 12gと、プラスチックタイプのマスクケー
スの重さ約 7g と比べあまり変わらない重さになっています。カバンに入れても気になら
ない重さとかさばることのない薄さが魅力的な商品です。

最大重量約12g。コンパクトで軽量
カバンに入れても気にならない

※コントロール…黄色ブドウ球菌を染み込ませたガーゼをそのままケースなどに入れず放置した状態

当社の製品であるヒノキ素材の「木の紙」に 黄色ブドウ球菌を添加したガーゼを 挟む
と、黄色ブドウ球菌の増殖を抑制することが認められました。
「ヒノキのマスクケース」に使用中の マスクを収納することで、細菌の生育を阻害し、感
染症や風邪予防が期待できます
※クレコ・ラボ オリジナル商品、ヒノキ素材の「木の紙」製品も同効果が期待できます。

「木の紙」シートで実験！
ヒノキの持つ天然の抗菌作用

黄色ブドウ球菌を 添加したガーゼをヒノキマスクケースに挟み、
ジップロックで上下から挟み、 37℃、20時間静置培養した。
九州大学 森林圏環境資源科学研究室 清水邦義准教授らの研究グループとの共同研究

 

図 2. ヒノキシート、クリアファイルおよびジップロックに挟んだガーゼにおける 

黄色ブドウ球菌増殖率 (平均値±SD, n=5, ***p<0.001)  

ヒノキ素材の「木の紙」を使ったアイテムは、マスクケースのほかにも同様の効果が期
待できます。「木の名刺」は、ヒノキの抗菌作用を活用して、名刺入れに入れておくこ
とで他の名刺への抗菌効果が期待できたり、名刺交換の際のコミュニケーションのきっ
かけに、はがきサイズの「木の紙」を大切な方に送心も体もほっと癒されます。

マスクだけじゃない！使い方広がる
ヒノキ素材「木の紙」を使った商品

木の紙ハガキサイズ /900円 ( 税別 )～
１０枚入り～
素材：ヒノキ、赤松

木の紙名刺 /40 枚 2,600円 ( 税別 )～
100 枚 5300円 ( 税別）～
素材：杉、ヒノキ、赤松、桜、黒松、琉球松

名刺として使用できる「木の紙」に天然ヒノキ精油を染み込ませています
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商品紹介「ヒノキのマスクケース」

外出時は「ヒノキのマスクケース」、
お家ではスギの「木のストロー」で免疫 UP へ

左）ヒノキのスライス材（外側&内側）
価格：980円 ( 税抜 )
右）紙（外側）、ヒノキのスライス材（内側）
価格：780円 ( 税抜 )

素材：ヒノキ、紙
高さ19cm 横 9.3cm

お食事時のマスク収納ケースとして

マスクを縦に折って収納できるコンパクトさ

インテリアの一部としてもお部屋に馴染みます

素材：ヒノキ、紙
高さ5.4cm 横 19cm

左）ヒノキのスライス材（外側&内側）
価格：720円 ( 税抜 )
右）紙（外側）、ヒノキのスライス材（内側）
価格：580円 ( 税抜 )

「木のストロー」から、杉の内装空間と同じ「杉特有の香り」成分が検出されました。この成分を吸い込むことで、脳がリラックスした状態に変化し「集
中力が持続する」「睡眠の質を高める」などの免疫アップへの貢献が期待できます。さらに杉の成分は、お湯やアルコールとの相性がよいので、冬は熱
燗に入れて飲むのもオススメ。健康を守るアイテムとして、家では「木のストロー」外出時は「ヒノキのマスクケース」と木を身近に感じる暮らしをおくっ
てみませんか？

価格：880円 (税抜 ) 素材：ヒノキ、紙、スナップボタン
高さ12.9cm 横 10cm

 ※マスクは付属していません。

● ノーマルタイプ

● スリムタイプ

● 立体マスク用

国産材（間伐材を含む）を利用したヒノ キ素材の「木の紙」からつくられたマスクケースです。予備のマスクや使用したマスクを汚れや 折れ曲がりから守ります。カバンの中に
入れても場所をとらず収納できます。 薄手でかさばらず、持ち歩きに便利なサイズです※国産木材を0.15mm程度の極薄にスライスした素材を使用。

◎ リニューアル記念キャンペーン
新サイズ発売記念として、16cmサイズの「木の
ストロー」5本セットを送料込み、税込 220円で
ご提供（2021 年 1月末まで）
※写真の刻印入りとなります

木のストロー
20cm_10 本入：1,500円 ( 税別 )
16cm_8 本入：1,000円 ( 税別 )
13.5cm_3 本入：500円 ( 税別 )
素材：スギ

オンライン購入サイト：https://www.kinomeishi.com/product-list/67 
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住所：〒105-0014 東京都港区芝 2-5-10-1102
代表取締役：興津世禄
創立：2008 年 8月 1日
URL：https://creco-lab.co.jp/

■ 事業内容
クリエイティブ制作事業、商品企画・開発・
コンサルティング事業、商品製造・販売事業

企業情報

「木の紙」について

株式会社クレコ・ラボ 株式会社クレコ・ラボ」はSDGsの掲げる17の目標のうち、以下の取り組みを行なっています。
12つくる責任とつかう責任 、15. 陸の豊かさも守ろう

木のストロープロジェクト

なぜ「木のストロー」？　砂漠化が進む「日本の森」を守る

【参考サイト】
木のストロープロジェクトについて（漫画で解説）：　https://forest.creco-lab.co.jp/comic
水と森と木のストロー公式サイト：　https://forest.creco-lab.co.jp
森のバーチャルツアー：　https://s.smapano.com/mori 
木のストロー販売オンラインショップ：　https://www.kinomeishi.com/product-list/65

【導入事例】
ラグジュアリーウォッチ＆ジュエリーメゾン ショパール ジャパン、日本トランスオーシャン航空株式会社、
フランスホテル Villa La Coste、 など

日本には古くから「豊かな水の国」というイメージがあり、その水は「豊かな森」があることで守られてきました。
日本の森林は人が手を入れることで育まれてきましたが、近年は林業の衰退により人と森との関わりが減り、
多くの森林が放置された結果として「緑の砂漠化」が急速に進んでいます。これは日本の「水の危機」を意味し、
「国産の木を使った商品＝木のストローを使うこと」は、そのひとつの具体的な解決策に繋がります。クレコ・
ラボでは、1本商品の購入を通じて「日本の水・森を守る」ことに貢献できる「木のストロープロジェクト」
( 毎月30 本から始められる「木のストロー」で日本の水・森を守るための啓蒙活動 ) も展開していきます。

※「木のストロー」は、「水と森の問題について考える」活動、「木のストロープロジェクト」の一環として2018 年に開発。今では、世界的
な脱プラスチックの流れや国連が掲げる「持続可能な開発目標（SDGs）」にも貢献する商品として、ホテル、空港、飲食店など利用の場が
広がっています。

新しい木が植えられず高齢の木々ばかり。木立の間に
日光が差し込まず下草が生えず、二酸化炭素の吸収量
も低下、「緑の砂漠化」となっている状態。

地表に日光が入り下草は土壌を保持し土砂崩れ等防止に。
水を育み、二酸化炭素の吸収能力を維持向上。主伐のニー
ズが増え、活き活きとした森林へ

●伐採が足らない人工林

●適切に整備された人工林

クレコ・ラボのオリジナル商品「木の紙」は、木材を紙のように扱えるようにした、新しい素材です。国産のスギ、
ヒノキなどの間伐材を 0.15mm 程度の極薄にスライスし、独自の加工で巻き上げ仕上げています。本物の木
を使っているからこそ、１枚１枚異なる木目や色味、ほのかな香り、木の質感をお楽しむいただけます。
「使用する木材」は、ヒノキ・赤松・黒松・琉球松・杉・桜など様々です。

木の壁紙　DIY 用ウォールペーパー /9,800円 ( 税別 )
サイズ：940mm×300mm（4枚入り）　
素材：ヒノキ（国産）、杉（国産）/裏地はフリース

木の紙モビール /各 600円 ( 税別 )
ネコと金魚 /ネコとお家 /ネコとちょうちょ
素材：ヒノキ

木の折り紙/4,300円 (税別 )
A4サイズ１０枚入り
素材：杉

●広報画像はこちからダウンロードいただけます＞＞https://bit.ly/2VlpR8H


