
いつも自然体で自分らしい美しさを求める女性のための 
新オーラルビューティーケアシリーズ誕生 

「Ora2 me （オーラツーミー）」新発売 

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サポートするオ

ーラルビューティケアブランド「Ora2（オーラツー）」より、いつも自然体で私らしい美しさを求める女性の

ための新オーラルビューティーケアシリーズ「Ora2 me（オーラツーミー）」を 2018 年 3 月 12 日（月）より

全国で新発売いたします。

Ora2ブランドが、発売 20 年を迎える節目に、今の時代を生きる女性たちが求めているものをあらためて探

求し、導かれたコンセプトは、「私らしさ」でした。美しさも可愛らしさも、いつも自分らしくありたい女性

のために、これまでのステインクリアシリーズをはじめとしたラインナップを見直し、新たなシリーズとして

誕生したのが、Ora2 me（オーラツーミー）です。

歯本来の白さに導く「オーラツーミー ステインクリア ペースト」は、ステイン（歯の着色汚れ）除去力を

向上させたトリプルクレンズ処方タイプに、やさしくケアできるマイルドステインケア処方タイプが加わり、

2 タイプに生まれ変わりました。また、「オーラツーミー ブレス&ステインクリア マウスウォッシュ」は、1
本でニオイのもとと、ステインのもとを除去できる、女性がキレイでいるために開発された新処方です。さら

に「オーラツーミー ハブラシ」は、女性のお口や手に合わせた小さめヘッドとハンドルフォルムを採用し、

毛のタイプやかたさが異なる全 5 タイプのラインナップと豊富なカラーバリエーションから、私らしい 1 本

をお選びいただけます。このほか、7 種類の香味のマウススプレーや、お出かけやオフィス使用にぴったりの

トラベルセットなど、毎日のオーラルケアが楽しくなる、全 22 品目の充実したラインナップをご用意しまし

た。
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【商品概要】  

オーラツーミー ステインクリア ペースト／ステインクリア ペースト マイルド ＜新発売＞  

ハミガキ 医薬部外品 

オーラツーミー ステインクリア ペースト  

① 大きいサイズのサポートシリカ*1と、小さいサイズの 2 タイプの高清掃シリカ*1で、しっかりステインを除

去する「トリプルクレンズ処方」を採用し、当社従来品よりもステイン除去力をアップさせました。（図 1） 

② ステインコントロール成分*2が、ステインに染み込んで溶かし出し、更にステインをつきにくくして、歯

本来の白さをキープします。（図 2） 

③ 爽やかなハーブがやさしく香る「ナチュラルミント」フレーバーと、華やかなピーチがほのかに香る「ピ

ーチリーフミント」フレーバーの 2 種類のフレーバーです。 
*1清掃剤：無水ケイ酸   *２溶解剤：POE アルキル（12～14）スルホコハク酸 2Na 液

図 1 トリプルクレンズ処方 図 2 ステインコントロール成分

オーラツーミー ステインクリア ペースト マイルド

① 大きくやわらかいマイルドシリカ*1と、小さいサイズの 2タイプの高清掃シリカ*1で、効率的にやさしくス

テインを除去する「マイルドステインケア処方」を採用しました。（図 3） 

② ステインコントロール成分*2が、ステインに染み込んで溶かしだし、さらにステインをつきにくくして、

歯本来の白さをキープします。（図 2） 

③ 天然成分のオリーブオイル（湿潤剤）を配合しています。 

④ 上品なジャスミンが可憐に香る「フローラルホワイトティー」ミントフレーバーです。 

図 3 マイルドステインケア処方 

オーラツーミー ステインクリア ペースト      オーラツーミー ステインクリア ペースト    オーラツーミー ステインクリア ペースト マイルド 

ナチュラルミント      ピーチリーフミント                  フローラルホワイトティ－ 

販売名：薬用オーラツーSＣペーストＹＢ

（ナチュラルミント）

販売名：薬用オーラツーＳＣペーストＹＣ  

（ピーチリーフミント）

販売名：薬用オーラツーＳＣペーストＭＤ   

（フローラルホワイトティー）

（イメージ図） 



オーラツーミー ブレス＆ステインクリア マウスウォッシュ ＜新発売＞ 洗口液

① ダブルのニオイ吸着成分*3配合で、ニオイのもとを吸着・除去し、洗浄剤*4が、ステインのもとを洗い流

します。 

② ダブルのクーラント（香料）配合。長続きするクリアな息を実感できます。 

③ ステインコントロール成分*5が、歯面をコートし、ステインをつきにくくします。 

④ 爽やかなハーブがやさしく香る「ナチュラルミント」フレーバーと、華やかなピーチがほのかに香る「ピ

ーチリーフミント」フレーバー、上品なジャスミンが可憐に香る「フローラルホワイトティー」フレー

バーの 3 種類です。

*3吸着剤：オドリコソウエキス、シクロデキストリン *4ラウリル硫酸 Na *5スルホコハク酸（C12-14）パレス-2Na 

オーラツーミー ブレス＆ステインクリア マウスウォッシュ 

ナチュラルミント               ピーチリーフミント           フローラルホワイトティー

オーラツーミー ハブラシ ミラクルキャッチ／スパイラルキャッチ ＜新発売＞ ハブラシ

オーラツーミー ハブラシ ミラクルキャッチ

① 毛先が細かく分割しているミラクル毛が、歯面の凹凸にも密着し、やわらかい繊維で、 

ふきとるようにやさしく汚れをからめとります。（図４） 

② 従来の「ウルトラソフト」よりもやわらかい使用感の、

「超やわらかめ」を新たにラインナップに追加します。

オーラツーミー ハブラシ スパイラルキャッチ 

① 独自開発の毛切り形状「Easy トライアングル」で歯と歯の     

すき間にも毛が届きます。（図５） 

② スパイラル毛の特長である、毛の側面の凹凸で、歯と歯の 

すき間の落としにくい汚れをしっかり除去します。

オーラツーミー ハブラシ  

ミラクルキャッチ スパイラルキャッチ

図５ 歯と歯の隙間も隅々までキレイに

図４ 細かい毛先がやさしく汚れをからめとる

（イメージ図） 



オーラツーミー マウススプレー ＜改良新発売＞ 口中清涼剤 医薬部外品

① 有効成分 ℓ-メントールが、お口のニオイのもととなる原因菌を殺菌し、口臭を防ぎます。 

② シュッとお口にスプレーするだけで、クリアな息を実感できます。 

③ 「クールミント」、「シトラスミント」、「クールサイダー」、「レッドグレープフルーツ」、「クイッククリア

ミント」、「ラズベリーミント」、「マスカットミント」の選べる 7 つのフレーバー展開です。 

オーラツーミー マウススプレー 

販売名：オーラツーマウススプレー 

オーラツーミー ステインクリア オフィス＆トラベル／オーラツーミー トラベルセット ＜改良新発売＞

オーラツーミー ステインクリア オフィス＆トラベル ＜ハードケースタイプ＞

① オーラツー ステインクリア ハブラシ（ふつう）とオーラツーミー ステインクリアペースト「ナチュラ

ルミント」フレーバー（医薬部外品）の組み合わせです。外出先でも歯本来の白さをキープします。ブル

ー、ピンク、オレンジの 3 色のハードケース展開です。 

オーラツーミー トラベルセット ＜ソフトケースタイプ＞

① オーラツーミー ハブラシ ミラクルキャッチ（ふつう）とオーラツーミー ステインクリアペースト「ナ

チュラルミント」フレーバー（医薬部外品）の組み合わせです。外出先でも歯本来の白さをキープします。

ブルー、ピンク、グリーン、パープルの 4 色のソフトケース展開です。 

 オーラツーミー ステインクリア オフィス＆トラベル                     オーラツーミー トラベルセット  

＜ハードケースタイプ＞                                           ＜ソフトケースタイプ＞ 

【発売時期および地域】  

2018 年 3 月 12 日（月） 全国 



【商品仕様】

商品名 規格 
希望小売価格

（税抜） 
JAN コード 

オーラツーミー ステインクリア ペースト 

＜ナチュラルミント＞ 
130g 350 円 4901616011007 

オーラツーミー ステインクリア ペースト 

＜ナチュラルミント＞ 
40g 150 円 4901616007536 

オーラツーミー ステインクリア ペースト 

＜ピーチリーフミント＞ 
130g 350 円 4901616011014 

オーラツーミー ステインクリア ペースト マイルド 

＜フローラルホワイトティー＞ 
125g 350 円 4901616011021 

オーラツーミー  

ブレス＆ステインクリア マウスウォッシュ 

＜ナチュラルミント＞ 

460mL 520 円 4901616010932 

オーラツーミー  

ブレス＆ステインクリア マウスウォッシュ 

＜ナチュラルミント＞ 

80mL 200 円 4901616010963 

オーラツーミー  

ブレス＆ステインクリア マウスウォッシュ 

＜ピーチリーフミント＞ 

460mL 520 円 4901616010949 

オーラツーミー  

ブレス＆ステインクリア マウスウォッシュ 

＜フローラルホワイトティー＞ 

460mL 520 円 4901616010956 

オーラツーミー ハブラシ ミラクルキャッチ 

＜超やわらかめ＞ 
1 本 250 円 4901616216235 

オーラツーミー ハブラシ ミラクルキャッチ 

＜やわらかめ＞ 
1 本 250 円 4901616216242 

オーラツーミー ハブラシ ミラクルキャッチ 

＜ふつう＞ 
1 本 250 円 4901616216259 

オーラツーミー ハブラシ スパイラルキャッチ 

＜ふつう＞ 
1 本 250 円 4901616216266 

オーラツーミー ハブラシ スパイラルキャッチ 

＜かため＞ 
1 本 250 円 4901616216273 

オーラツーミー マウススプレー 

＜クールミント＞ 
6mL 250 円 4901616008847 

オーラツーミー マウススプレー 

＜シトラスミント＞ 
6mL 250 円 4901616008854 

オーラツーミー マウススプレー 

＜クールサイダー＞ 
6mL 250 円 4901616009400 

オーラツーミー マウススプレー 

＜レッドグレープフルーツ＞ 
6mL 250 円 4901616008861 

オーラツーミー マウススプレー 

＜クイッククリアミント＞ 
6mL 250 円 4901616008830 

オーラツーミー マウススプレー 

＜ラズベリーミント＞ 
6mL 250 円 4901616010215 



【Ora2のビジネスの現状】 

1998 年のブランド誕生以来、 Ora2 は時代の変化と価値観を受けとめながら、女性の「くちもと Beauty」
を叶えるオーラルビューティケアブランドとして市場をリードしてきました。とくに、ステインクリアペース

トは国内の美白ハミガキ市場で 11 年連続売上 No.1*6を達成しています。更に、アジアへの展開も積極的に進

めており、中国、タイ、シンガポールなどのエリアで、若い世代の女性から支持をいただいています。
*6インテージ SRI(2007 年 1 月~2017 年 12 月)美白ハミガキ市場(美白汎用と美白高機能歯磨き計）オーラツー ステインクリア ペースト売上計 

【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（ガム）」、くちもとBeautyを叶える「Ora2」、歯科関係者や患

者様のニーズに応える「BUTLER（バトラー）」などのオーラルケア製品を製造・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 http://jp.sunstar.com

オーラツーミー マウススプレー 

＜マスカットミント＞ 
6mL 250 円 4901616010222 

オーラツーミー ステインクリア オフィス＆トラベル 

＜ハードケースタイプ＞ 
440 円 4901616214194 

オーラツーミー トラベルセット 

＜ソフトケースタイプ＞ 
420 円 4901616212121 

【Ora2 】 

Ora2(オーラツー)は、美しさと自分らしさを求めながら、充実した毎日をおくる 20代・30 代の女性のため

に、時代の価値観にあった製品と情報を提供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/


