
サンスターグループ オーラルケアカンパニー（以下サンスター）は、自信のもてる笑顔を実現する

「Ora2（オーラツー）」ブランドにおいて、テクノポップユニット Perfume（パフューム）の 3 人を起用、

くちもとからはじまる美を提案する「くちもと Beauty Project」を開始します。

プロジェクト第 1 弾は、2016 年 11 月 19 日（土）より全国でオンエアがスタートする新 CM「Ora2

×Perfume All Day くちもと Beauty」篇。Perfume の新曲「宝石の雨」を CM の楽曲として使用し、

オーラツーの世界を描くイギリスのイラストレーター・ジェイソン ブルックス氏のイラストを再現し

たセットを背景に、3 人が軽快なダンスを披露します。

また、今回の TVCM で Perfume の 3 人が着ている衣装と連動した数量限定デザインのオーラツー  

ステインクリアペースト（3 香味）が、11 月上旬より発売されます。
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Ora2×Perfume「くちもとBeauty Project」第1弾  

イラストから本人に早変わり！PerfumeがOra2の世界に登場！ 

「Ora2（オーラツー）」新CM「Ora2×Perfume All Day くちもとBeauty」篇 

２０１６年１１月１９日（土）から全国でオンエアスタート 

Perfumeの3人の衣装と連動した数量限定デザイン商品も発売 

「Ora2×Perfume All Day くちもと Beauty」



オーラツー ステインクリア ペースト Perfume 企画品＜数量限定発売＞  

ハミガキ 医薬部外品 

【商品特徴】 

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。 

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」の 3 フレーバーでの展開です。 

⑤ Perfume の 3 人それぞれの衣装と連動した限定パッケージです。 

【発売時期および地域】 

2016 年 11 月上旬～ 

【商品仕様】 

商品名 容量
希望小売価格

（税抜）
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＞Perfume 企画品 
130g 350 円 4901616962514 

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＞Perfume 企画品 
130g 350 円 4901616962521 

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＞Perfume 企画品 
130g 350 円 4901616962538 

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（左）ナチュラルミント（中央）アップル＆ローズミント（右） 



くちもと Beauty Project とは

 くちもとに自信がもてると、女性の笑顔はもっと輝く。

 そんなビューティーの新基準「くちもと Beauty」をたくさんの女性に知ってもらい、毎日を活力ある

ハッピーな気持ちに満たされたものにしていきたい。

本プロジェクトでは、女性として輝く毎日を過ごしている“Perfume”の 3 人とともに、くちもと

からはじまる「美」を提案、発信していきます。

 オーラツーが、女性の美と健康をくちもとから叶えていきます。

《「Ora2×Perfume くちもと Beauty Project」スペシャルサイト》

 http://www.ora2-perfume.com/ 

【Ora2×Perfume くちもと Beauty Project 第一弾】 

新 CM「Ora2×Perfume All Day くちもと Beauty」篇

オーラツーの世界を描く、イギリスのイラストレーター・ジェイソン ブルックス氏。

彼が描いた Perfume 3 人のイラストから、CM はスタートします。

鏡面に映る 3 人の絵が、音楽と共に本人に早変わり！オーラツーのために中田ヤスタカ氏が書き下ろ

した Perfume の新曲「宝石の雨」のリズムに乗りながら、3 人は石畳の上で軽快なダンスを披露します。

オーラツーシティの中、ウインドウショッピングをしたり、カフェでおしゃべりしたり、ターゲットの日

常を描くフレッシュな新 CM です。

 衣装は数量限定の企画商材と合わせたカラーとデザイン。洋服だけでなく、バッグやアクセサリー

まで色・形が異なる三者三様のカワイイがたくさん詰まった CM です。



■サンスター「Ora2（オーラツー）」 Perfume 出演新ＣＭ

「Ora2×Perfume All Day くちもと Beauty」篇 15 秒 ストーリーボード
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《Perfume（パフューム）》
広島県出身 

結成 2000 年、メジャーデビュー2005年。 

あ～ちゃん、かしゆか、のっちの 3人組テクノユニット。  

2007年にシングル「ポリリズム」がブレイク、独自の楽曲、歌詞、ダンス、MC等で多方面から評価を得る。

2016年 4月 6日にオリジナルアルバム『COSMIC EXPLORER』をリリースしオリコンアルバム週間チャート 1位

を獲得。2016年 5月、 日本からスタートした『Perfume 6th Tour 2016 「COSMIC EXPLORER」』は、8~9月

と北米ツアー経て、10月 22日からは、ドーム会場に場所を移して大阪、名古屋、福岡と公演をスタートさせ

ている。 

Perfumeオフィシャルサイト   

http://www.perfume-web.jp 

■出演者プロフィール                                              

サンスターグループ オーラルケアカンパニーについて 

サンスターグループは、持株会社サンスターSA（スイス・エトワ）を中心に、事業分野毎に全世界の研究・

マーケティング・製造・販売を統括する、オーラルケアカンパニー、ヘルス&ビューティーカンパニー、

SE カンパニー（接着剤、シーリング材等、モーターサイクル部品の事業を担当）の 3 事業カンパニーと、

全世界のガバナンス、管理機能を統括する経営本部で構成、グローバルな事業運営を行っています。

オーラルケアカンパニーは、歯周病菌とたたかう「G・U・M」、くちもとBeauty「Ora2」、歯科関係者や

患者様のニーズに応える「BUTLER」などを製造・販売しています。

＜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＞ 

       サンスターグループ 経営本部 広報部 TEL：03-5441-1423  FAX：03-5441-8774 

〒105-0014 東京都港区芝 3-8-2 芝公園ファーストビル 21階 www.sunstar.com 

【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。 

オーラツーブランドサイト http://www.ora2.com/ 

※ＣＭカット、メイキング画像は上記までご連絡いただければ、お貸し出しさせていただきます。 

  ただし、ＣＭ紹介以外での写真の使用、および２次的使用はご遠慮いただきますようお願いいたします。 

※写真素材などに関しては、リリースがお手元に届いた貴紙・誌・番組のみの使用とさせていただきます。 

  他紙・誌・番組への素材の供与および掲載、オンエアは固くお断り申し上げます。 

※掲載、オンエアなどの予定が決定した場合、大変お手数ですが上記宛ご一報いただければ幸いです。 

本件に関する、オンエア・掲載、および映像・写真の貸し出し等のお問い合わせ先

Ora
2
 新 CM ＰＲ事務局（株式会社サニーサイドアップ内）

担当：直（なお）／増子／木村

〒１５１－００５１ 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２３－５ ＪＰＲ千駄ヶ谷ビル

ＴＥＬ：０３-６８９４-３２１０ ／ ＦＡＸ：０３-５４１３-３０５０  

直携帯：080-3529-8093


