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ハブラシでは落としきれない歯周プラークを除去
平らなフロスで、狭い歯間部にも使いやすい

「ガム・デンタルフロス ワックス フラットタイプ」新発売
サンスター株式会社は、最新の歯周医学を取り入れ、歯周病菌とたたかう「G・U・M（ガム）」より、
歯間部が狭い方の歯周プラーク（歯垢）除去に適した「ガム・デンタルフロス ワックス フラットタイ
プ」を 2015 年 8 月 24 日（月）より、全国で新発売します。
フラットタイプはフロス断面が平らなので歯間部に挿入しやすく、歯間部の狭い方でもスムーズに動
かすことができます。初めてフロスをお使いになる方にもおすすめです。また、
「ガム・デンタルフロス
ワックス ふくらむタイプ」と「ガム・デンタルフロス アンワックス ふくらむタイプ」については、新
たなパッケージデザインで改良発売します。
さらに、その他の歯間クリーナーシリーズ 12 種においてもリニューアルします。
「G・U・M（ガム）」は、ニーズに応じた製品のご提供を通じて「歯間ケア」というオーラルケア文化を
定着させ、お口のすみずみまで気持ちよく過ごせる健康な生活を応援します。

ガム・デンタルフロス ワックス フラットタイプ＜左＞
ガム・デンタルフロス ワックス ふくらむタイプ＜中央＞
ガム・デンタルフロス アンワックス ふくらむタイプ＜右＞

【発売の背景】
サンスターの「G・U・M（ガム）
」は、1989 年の誕生以来、ハブラシやペーストだけでなく、歯間クリ
ーナーやデンタルリンスなどを使ったトータルケアを提案してまいりました。
ハブラシでは、
歯間部の歯周プラークの 6 割程度しか落とせません（日歯保存誌.48(2),2005,272-277.）。
取り残した歯周プラークは、歯周病や口臭の原因となるため、歯間清掃具を使ってきちんと落とすこと
が大切です。
このたびサンスターでは、歯間部に挿入しやすく初めての方でも使いやすい「ガム・デンタルフロス
ワックス フラットタイプ」を 2015 年 8 月 24 日（月）より、全国で新発売します。フラットタイプはフ
ロスの断面が平らで、歯間部の狭い方でも挿入しやすくスムーズに動かすことができます。
また、
「ガム・デンタルフロス ワックス ふくらむタイプ」
「ガム・デンタルフロス アンワックス ふ
くらむタイプ」については、新たなデザインで改良発売します。
さらに、その他の歯間クリーナーシリーズ 12 種においてもリニューアルします。
2014 年に 25 周年を迎えた「G・U・M（ガム）」
。これからも歯周病対策のトータルケアブランドとして
お客様のニーズに的確に応えながら「歯間ケア」というオーラルケア文化の定着を図り、お口のすみず
みまで気持ちよく過ごせる健康な生活を応援します。

ガム・デンタルフロス ワックス フラットタイプ ＜新発売＞
【商品特長】
① フロスの断面が平らで、歯間部に挿入しやすいタイプです。
（図 1）
② ワックス加工を施しているので、歯間部の狭い方でもスムーズに動かすことができます。
③ 細いフィラメントを細かく編み込んだ形状で、歯と歯の間の歯周プラークをしっかりとかき出します。
図 1：フラットタイプは断面が平らで歯間に挿入しやすい。

【発売時期および地域】
2015 年 8 月 24 日（月） 全国

【商品仕様】

商品名

容量

ガム・デンタルフロス ワックス フラットタイプ

50m

希望小売価格
（税抜）
600 円

JAN コード
4901616215801

ガム・デンタルフロス ワックス ふくらむタイプ ＜改良発売＞
ガム・デンタルフロス アンワックス ふくらむタイプ ＜改良発売＞
【商品特長】
① 使用中はお口の中でふくらむタイプのフロスです。
② 膨らんで歯と歯や、歯とハグキの間にやさしくフィットし、歯周病の原因菌がひそむ歯と歯の間の歯周プ
ラークを効果的に除去します。
（図 2）
③ ハグキにやさしいフロスを使いたい方におすすめです。
図 2：フロスが歯間部に密着し、歯周プラークを効果的に除去します。
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【発売時期および地域】
2015 年 8 月下旬

全国 自然切替

【商品仕様】
商品名

容量

希望小売価格
（税抜）

JAN コード

ガム・デンタルフロス ワックス ふくらむタイプ

40m

600 円

4901616210707

ガム・デンタルフロス アンワックス ふくらむタイプ

40m

600 円

4901616210714

ガム・歯間ブラシ AC L 字型 10 本入り ＜改良発売＞
【リニューアルポイント】
・抗菌コートフィラメントを採用しました。毎日清潔に歯間ブラシをお使いいただけます。（図 3）
・店頭での識別性を高めるため、サイズ表記を見やすく記載したパッケージに変更しました。
図 3：抗菌コートフィラメントを採用。使用後の歯間ブラシを清潔に保ちます。
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【発売時期および地域】
2015 年 9 月中旬

全国 自然切替

【商品仕様】

希望小売価格

JAN コード

商品名

容量

ガム・歯間ブラシ AC L 字型 10P サイズ SSS(1)

10 本

500 円

4901616212015

ガム・歯間ブラシ AC L 字型 10P サイズ SS(2)

10 本

500 円

4901616212022

ガム・歯間ブラシ AC L 字型 10P サイズ S(3)

10 本

500 円

4901616212039

ガム・歯間ブラシ AC L 字型 10P サイズ M(4)

10 本

500 円

4901616212046

ガム・歯間ブラシ AC L 字型 10P サイズ L(5)

10 本

500 円

4901616212053

（税抜）

ガム・歯間ブラシ I 字型 15 本入り ＜改良発売＞
ガム・デンタルフロス&ピック Y 字型 30 本入り ＜改良発売＞
ガム・歯間ケアジェル AC ＜改良発売＞ ハミガキ 医薬部外品
【リニューアルポイント】
ご好評の「ガム・歯間ブラシ I 字型」
、
「ガム・デンタルフロス&ピック Y 字型」
、
「ガム・歯間ケアジェル AC」
も商品特長を分かりやすく記載した新しいパッケージに変更しました。

【発売時期および地域】
2015 年 8 月上旬以降 全国 自然切替

【商品仕様】
商品名

容量

希望小売価格
（税抜）

JAN コード

ガム・歯間ブラシ I 字型シリーズ
ガム・歯間ブラシ I 字型 15P サイズ SSS(1)

15 本

350 円

4901616212619

ガム・歯間ブラシ I 字型 15P サイズ SS(2)

15 本

350 円

4901616212626

ガム・歯間ブラシ I 字型 15P サイズ S(3)

15 本

350 円

4901616212862

ガム・歯間ブラシ I 字型 15P サイズ M(4)

15 本

350 円

4901616212633

ガム・歯間ブラシ I 字型 15P サイズ L(5)

15 本

350 円

4901616212879

30 本

400 円

4901616215054

13mL

380 円

4901616008076

ガム・デンタルフロス&ピック Y 字型
ガム・デンタルフロス&ピック Y 字型 30P
ガム・歯間ケアジェル AC
ガム・歯間ケアジェル AC

【G･U･M】
G･U･M は、サンスターから、歯周病の原因菌の殺菌と原因菌のすみかである歯周プラーク（歯垢）の除去による
歯周病対策を目的としたオーラルケアブランドとして 1989 年に誕生。―デンタルペースト、デンタルリンス、デン
タルブラシ、歯間クリーナーを発売し、2014 年 10 月で 25 周年を迎えました。
G･U･M ブランドサイト

http:// www.sunstargum.com

サンスターは歯周病のトータルケアを提唱し、現在は全身と歯周病の関わりの研究・啓発にも力を入れ、常に
歯周病研究をリードしています。

＜お客様からの商品のお問い合わせ先＞
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

