
ステイン除去力を向上、自信の持てる笑顔へ 

『オーラツー ステインクリアシリーズ』リニューアル新発売 
 

 

サンスター株式会社（本社：大阪府高槻市、代表取締役社長 吉岡貴司）は、「Ora2（オーラツー）」の

「ステインクリア シリーズ」をリニューアルし、ステイン（歯の着色汚れ）除去力を向上させたハミガ

キ（ペースト、および週 1 回の集中ケア用ポリッシュ）、液体ハミガキ（新たにラインナップに追加）、 
清掃性・耐久性を向上させたハブラシ、ハミガキとハブラシをセットにした携帯用セットなど、全 13 品

目を 2014 年 1 月 29 日（水）より順次、全国で発売いたします。 
 
 

 

 

 

 

 

 

（左）オーラツー ステインクリア ハブラシ 

（中央手前）オーラツー ステインクリア ペースト 

＜アップル＆ローズミント＞＜ナチュラルミント＞＜ピーチリーフミント＞ 

（中央奥）オーラツー ステインクリア デンタルリンス＜ピーチリーフミント＞＜ナチュラルミント＞ 

（右）オーラツー ステインクリア プレミアム ポリッシュ 

 
 

【リニューアルの狙いとコミュニケーション展開】  

 Ora2（オーラツー）は、女性たちのお口の健康はもちろん、女性が求める“美”を取り入れ、自信

の持てる笑顔をサポートする「オーラルビューティケアブランド」へと進化を目指してまいります。 
 
今回は、ステインクリアシリーズをリニューアルし、各商品のステイン除去力を向上させた多彩なラ

インナップを、用途毎に組み合わせて、効果的なケアを行う「新・ステインクリアシステム」を提案し

ます。また、パッケージは、「輝きのある美しさ」を表現したデザインに一新しました。 
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さらに、Ora2 の目指すオーラルビューティの世界観

を「くちもと Beauty」と表現し、英国在住のイラスト

レーターとして、美しい女性の表現で世界的な人気を

博し、コスメ、ファッション、インテリア業界で活躍

しているジェイソン・ブルックス氏のイラストを新た

に採用したコミュニケーションを展開します。 
 
また、アーティスト「きゃりーぱみゅぱみゅ」さんを“Ora2 HAMiGAKi アンバサダー（オーラツー  

ハミガキ アンバサダー）”に起用して、ターゲット予備軍である若年層に向けて昨年より実施している 
日本とアジアでのプロモーション展開も継続して行っていきます。 
新しくなった Ora2が、更に女性たちのキレイを磨き、自信の持てる笑顔を応援します。 

 
 
オーラツー ステインクリア ペースト（医薬部外品） 
＜アップル＆ローズミント＞  新発売 ＜ナチュラルミント＞ ＜ピーチリーフミント＞  改良新発売  

【リニューアルのポイント】 

・大小 2サイズの高清掃シリカ（清掃剤：無水ケイ酸）のうち、大サイズ 

のシリカ粒子をより清掃性に優れたグレードへ変更し、ステイン除去力を 

アップ（当社従来品比）させました。（図 1） 

・これまでの「ナチュラルミント」「ピーチリーフミント」フレーバーに加え、 

新たに女性らしさとフレッシュ感をあわせもつ新香味「アップル＆ローズミント」 

を追加します。 

 

【商品特長】  

①大小 2 サイズの高清掃シリカ（清掃剤：無水ケイ酸）で、歯の表面についたステインを効率的に 
除去します。 

②ステインコントロール成分（溶解剤：POE 
アルキル(12～14)スルホコハク酸 2Na 液） 
が、ハブラシの届きにくい部分のステイン 
を溶かし出すと同時に、新たな付着を抑え、 

 歯本来の白さを保ちます。（図 2） 
③ムシ歯予防、口臭を防ぐといったハミガキ 
 の基本機能も兼ね備えています。 
 
④爽やかなハーブがやさしく香る「ナチュラルミント」、華やかなピーチがほのかに香る「ピーチリーフ 
ミント」に、キュートなアップルがフレッシュに香る「アップル＆ローズミント」を加えた3フレーバー 
での展開です。お気に入りのフレーバーを見つけて、また、気分で使い分けて、楽しくステインケアが 
できます。 

 

【発売時期および地域】 2014 年 1 月 29 日（水） 全国 

※オーラツー ステインクリア ペースト ＜ナチュラルミント＞40g のみ、1月下旬 自然切替 

 

図 2 ステインコントロール成分（イメージ図） 

図 1 大小 2サイズのシリカ 

（イメージ図） 
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【商品仕様】 

                             ※2014 年 1 月発売時（消費税 5%） 
 
オーラツー ステインクリア デンタルリンス 
＜ナチュラルミント＞＜ピーチリーフミント＞  新発売  
 

【商品特長】 

①息をキレイにしながらステインを浮かせて落とし、歯本来の白さへ導く液体ハミガキです。 
②さわやかキープ成分を配合。すっきりとしたさわやかな息が持続します。 
③ステインコントロール成分（溶解剤：スルホコハク酸（C12-14）パレス-2Na）がステインを 

浮かせて落とし、更につきにくくします。 
④爽やかなハーブがやさしく香る＜ナチュラルミント＞と、華やかなピーチがほのかに香る 
＜ピーチリーフミント＞の 2 フレーバーから、お好みに応じてお選びいただけます。 

⑤ピリピリしないノンアルコールタイプで、やさしくさわやかな使用感です。 
 

【発売時期および地域】 2014 年 1 月 29 日（水） 全国 

 

【商品仕様】 

                            ※2014 年 1 月発売時（消費税 5%） 

 
 
 
 
 

商品名 容量 
希望小売価格 
（税抜） 

希望小売価格

（税込） 
JAN コード 

オーラツー ステインクリア ペースト 
＜ナチュラルミント＞ 

130g 350 円 368 円 4901616009967 

40g 150 円 158 円 4901616007536 

オーラツー ステインクリア ペースト 
＜ピーチリーフミント＞ 130g 350 円 368 円 4901616009974 

オーラツー ステインクリア ペースト 
＜アップル&ローズミント＞ 130g 350 円 368 円 4901616009950 

商品名 容量 
希望小売価格 
（税抜） 

希望小売価格 
（税込） 

JAN コード 

オーラツー ステインクリア 
デンタルリンス 

＜ナチュラルミント＞ 

450ml 520 円 546 円 4901616009981 

80ml 200 円 210 円 4901616010024 

オーラツー ステインクリア 
デンタルリンス 

＜ピーチリーフミント＞ 

450ml 520 円 546 円 4901616009998 

80ml 200 円 210 円 4901616010017 
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オーラツー ステインクリア ハブラシ  改良新発売  

【リニューアルのポイント】 

・毛先が歯と歯の間にやさしくフィットする「ウェーブカット」を採用、 

清掃性を向上させました。（図 1） 

・新たに、やわらかく耐久性が高い「高耐久フィラメント」を使い、 

耐久性を向上させました。（図 2） 

・奥歯にも届きやすく操作しやすい薄型ヘッドを採用しました。 

 （ヘッド厚： 16％薄型化（当社従来品比）） 

・輝きのある透明クリアハンドルを新採用。ブルー、ピンク、オレンジ 

 のデザインを印刷した 3色をラインアップしました。 

 

【商品特長】  

①ステイン除去に効果的なハミガキの成分を効率よくキャッチする 

「ステインクリア毛」（図 3）と、歯垢（プラーク）の除去に優れ 

たハブラシ毛を組み合わせた「高密度植毛パターン」で、効果的 

にステインを除去。日々の歯垢（プラーク）もしっかり除去します。 

②女性の小さなお口でも使いやすい、操作性に優れたコンパクト 

ヘッドです。 

③ステイン除去には、「オーラツー ステインクリア ペースト」と 

組み合わせた使用がより効果的です。 

      

【発売時期および地域】 2014 年 1 月 29 日（水） 全国 

 

【商品仕様】 

                 ※2014 年 1 月発売時（消費税 5%） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商品名 規格 希望小売価格 
（税抜） 

希望小売価格 
（税込） JAN コード 

オーラツー ステインクリア 
ハブラシ 

ふつう 300 円 315 円 4901616215498 

やわらかめ 300 円 315 円 4901616215504 

図 1 ウェーブカット 

図 3 ステインクリア毛 

図 2 高耐久フィラメント 
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オーラツー ステインクリア オフィス＆トラベル  改良新発売  
オーラツー トラベルセット  改良新発売  

【リニューアルのポイント】 

・オーラツー ステインクリアシリーズのリニューアルに合わせ、 
デザインを一新しました。 

・「オーラツー ステインクリア オフィス＆トラベル」は、 
「オーラツー ステインクリア ハブラシ」の 3 色に合わせた、 
ブルー・ピンク・オレンジのケース展開です。 
 

・「オーラツー トラベルセット」は、「オーラツー ハブラシ 
（ミラクルキャッチ毛）」と「オーラツー ステインクリア  
ペースト」を組み合わせた 4 色展開です。 

 
【商品特長】  

①「オーラツー ステインクリア オフィス＆トラベル」は、ステイン除去力がアップした「オーラツー  

ステインクリア ペースト」と「オーラツー ステインクリア ハブラシ」を組み合わせた携帯用の 

セットです。 

②「オーラツー トラベルセット」は、ステイン除去力がアップした「オーラツー ステインクリア ペー 

スト」と「オーラツー ハブラシ(ミラクルキャッチ毛）)を組み合わせた携帯用ソフトケースのセット 

です。 

③オフィスでも旅行先でもステインケアができ、歯本来の白さをキープすることができます。 

 

【発売時期および地域】 2014 年 1 月下旬 自然切替 全国 

 

【商品仕様】 

                               ※2014年1月発売時（消費税5%） 
 
 
 
 
 
 

商品名 規格 
希望小売価格 

（税抜） 

希望小売価格 

（税込） 
JAN コード 

オーラツー ステインクリア  
オフィス&トラベル 

＜ハードケースタイプ＞ 

ステインクリア ハブラシ ふつう 
＋ 

ステインクリアペースト 
＜ナチュラルミント＞25g 

440 円 462 円 4901616214194 

オーラツー トラベルセット 
＜ソフトケースタイプ＞ 

オーラツー ハブラシ 
（ミラクルキャッチ毛）ふつう 

＋ 
ステインクリア ペースト 
＜ナチュラルミント＞40g 

420 円 441 円 4901616212121 
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オーラツー ステインクリア プレミアム ポリッシュ  改良新発売  
 

【リニューアルのポイント】 

・新配合の「シャイニーパウダー」（清掃剤：ダイヤモンド末）が、歯の表面をやさしく丁寧にみがき 

 あげることで、歯の輝き力がアップ（当社従来品比）しました。 

・上品で高級感あふれるパッケージデザインでの登場です。 

 

【商品特長】 

①週 1 回のスペシャルケアで、普段のハミガキでは落とせない、気になる部分の頑固なステイン 
（着色汚れ）を除去します。 

②「シャイニーパウダー」（清掃剤：ダイヤモンド末）配合。ワンランク上のステインケアで、 
歯本来の白さを取り戻し、輝き力をプラスします。 

 
【発売時期および地域】 2014 年 1 月 29 日（水） 全国 

 

【商品仕様】 

                            ※2014 年 1 月発売時（消費税 5%） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 容量 
希望小売価格 

（税抜） 
希望小売価格 
（税込） 

JAN コード 

オーラツー ステインクリア 
プレミアム ポリッシュ 17ｇ 650 円 683 円 4901616010000 
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 ステインケアに関する参考情報  

 

①「歯のステイン」はどうやってつくの？  

 ステインとは、歯の表面についてしまう着色汚れのことで、食物中に含まれるポリフェノール類と、歯の表

面のエナメル質をおおっているペリクルという唾液由来のタンパク質が結びついたものです。着色汚れは放置

すると、歯に徐々に沈着していき、目に見えて目立つようになります。一度ついてしまったステインは、水に

溶けないため、水で口をすすぐ程度では簡単に落ちません。 
 

②歯にステインのつきやすい食べ物・飲み物は？  

 ステインがつきやすい食品とその原因となるポリフェノール類（カッコ内に記述）の主なものは、カレー（ク

ルクミン）、チョコレート（エピカテキン）、プルーン（クロロゲン酸）、ブルーベリー（アントシアニン）、紅

茶（タンニン）、日本茶（カテキン）、コーヒー（クロロゲン酸）、赤ワイン・ぶどうジュース（アントシアニ

ン）、などがあります。バレンタインが近づき、チョコレートを食べる機会が多くなるこの季節。チョコレー

トにもステインの原因となるポリフェノールの一種、エピカテキンが含まれています。 
 
 

③日常のケアで歯のステインを落として歯本来の白さを取り戻すには？  

 歯のステインを落とすには、歯科医院でのクリーニングと、パーソナルケア（ご自身で行うケア）の 2 つの

方法があります。ステインは、毎日の飲食で歯の表面のペリクルにつくので、パーソナルケアとしては、ステ

インケアの機能を持った歯磨剤や、ステインを落としやすいハブラシで、毎食後に歯をみがくことをおすすめ

します。また、オフィスでのランチや外食後のケアは忘れがちですが、携帯用のハミガキセットを準備してお

くと便利です。さらに、週末など、時間に余裕のあるときには、ステイン除去力の高いスペシャルケア用

ハミガキ（今回発売の「オーラツー ステインクリア プレミアム ポリッシュ」など）を使って、週 1 回、

普段のハミガキでは落とせない、気になる部分の頑固なステイン（着色汚れ）を除去すると、より効果

的に、歯本来の白さを取り戻すことができます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お客様からの商品に関するお問い合わせ先＞ 

 サンスターお客様相談室  TEL：0120-008241（平日 9:30～17:00土日祝除く） 

 

＜本件に関するマスコミからのお問い合わせ先＞ 

 サンスター株式会社 広報部（東京）  TEL：03-5441-1423  FAX：03-5441-8774 

        広報部（大阪）  TEL：072-682-6212  FAX：072-682-7917 

 

 

【Ora2 】 

 Ora2（オーラツー）は、「キレイを、まいにち。」をキーメッセージに、20 代・30 代のアクティブに活躍する女
性たちのお口の健康はもちろん、女性が求める“美”を取り入れ、自信の持てる笑顔をサポートするオーラ
ルビューティケアブランドです。 

Ora2ブランドサイト http://www.ora2.com/ 
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