
２つのライン使いで歯の美白ケア 

「オーラツー プレミアム」シリーズ改良新発売 
～“ライン使い”キャンペーン２月１日開始～ 

 

 サンスターグループ（以下サンスター）は、コスメティックの発想をオーラルケアに取り入れた「オーラツー 

プレミアム」シリーズを、上質なオーラルコスメを感じさせるデザインにパッケージを一新するとともに、ベー

シックケアラインとスペシャルケアラインの２つのラインからなるシリーズに刷新して 2 月上旬より改良新発

売します。新商品としては、ベーシックケアラインから、1 回使い切りスティックタイプが 3 本セットになった

「オーラツー プレミアム ブレスフレグランスマウスウォッシュ」、スペシャルケアラインから、新香味の「オー

ラツー プレミアム クレンジングペースト ＜アロマティックミント＞」を、2019 年 3 月 6 日（水）より全国で

新発売します。 

 

「オーラツー プレミアム」シリーズは、日々のケアで上質な美しさのベースを築きあげるベーシックケアラ

イン、気になるポイントを集中的にケアするスペシャルケアラインの 2 つのラインで、美に差をつけたい女性の

くちもとの美を叶えます。 

 

ベーシックケアラインの「オーラツー プレミアム ステインクリア ペースト」は、ステイン（着色汚れ）を除

去して歯本来の白さにするだけでなく、歯面を磨き上げ、歯にツヤを与えます。「オーラツー プレミアム ブレス

フレグランスマウスウォッシュ」は、フレグランス発想のフレーバーで、いつでもほんのり香る息を実現します。

また、1 回使い切りのスティックタイプは、ポーチに入れて持ち運べるサイズなので、外出先でも手軽に息ケア

ができます。 

スペシャルケアラインの「オーラツー プレミアム クレンジング ペースト」は、高濃度のステイン除去成分配

合で、普段のブラッシングでは落としにくい頑固なステインやニオイのもともすっきり落とします。 

 

2 月 1 日（金）より、2 週間モニターキャンペーンとして「限定 2 万名様」にステインクリアペーストとクレ

ンジングペーストのサンプルキットをプレゼントします。美を叶えるオーラルコスメとして、「毎日」の歯の美白

ケア＋「週１回」の歯の集中美白というワンランク上の新しいオーラルケアを提案していきます。 
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新オーラツー プレミアムシリーズ 
左 スペシャルケアライン  中央／右 ベーシックケアライン 



【商品概要】  

＜ベーシックケアライン＞ 

オーラツー プレミアム ステインクリア ペースト ＜改良新発売＞ 医薬部外品・薬用ハミガキ 

コスメのように機能・特徴がわかりやすい新パッケージデザインに変更。 

① シャイニーホワイト成分*1（清掃助剤）が、清掃剤とともにステイン（着色汚れ）をきめ細かく落として

歯面を丁寧に磨きあげ、輝き力をプラスします。 

② ビタミン E を配合しています。 

③ お口の中で感じるシャリッとした粒子感、パールホワイトにキラキラ輝くハミガキの光沢感などこだわ

りの使用感が実感できます。 

④ 素材にこだわった、大人の上質感を感じさせるプレミアムな香味：プレミアムミント、アロマティック

ミント、シャイニーシトラスミントの 3 種類から選べます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーラツー プレミアム ステインクリアペースト （販売名：薬用オーラツープレミアムK） 

＜プレミアムミント＞ ＜アロマティックミント＞ ＜シャイニーシトラスミント＞ 

 

オーラツー プレミアム ブレスフレグランス マウスウォッシュ ＜改良新発売/新発売＞ 洗口液 

コスメのように機能・特徴がわかりやすい新パッケージデザインに変更。 

① フレグランス発想の「香るマウスウォッシュ」は、すすぐだけでニオイのもとを除去し、ほんのり香る息を

実現します。 

② 保湿成分ヒアルロン酸 Na 配合で、心地よく息ケアできるとろみのあるしっとりとした使用感です。 

③ 洗浄強化成分*2と吸着成分*3が汚れを洗い流します。 

④ ピリピリしないノンアルコールタイプです。 

⑤ 携帯性に優れた１回使い切りのスティックタイプは、従来の 8 本入りから 3 本入りへと変更し、お試ししや

すくなりました。 
*2:(C12-16)パレス-6リン酸 *3:シクロデキストリン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーラツー プレミアム ブレスフレグランス マウスウォッシュ  

＜フルーティーフローラル＞            ＜アクアティックシトラス＞ 

*１：酸化 Al 



＜スペシャルケアライン＞ 

オーラツー プレミアム クレンジングペースト＜プレミアムミント＞ ＜アロマティックミント＞   

＜改良新発売／新発売＞ ハミガキ 

① Ora²ハミガキ史上最高濃度のステイン除去成分（清掃剤）配合で、白くつややかでツルツルの歯になります。 

② ニオイ吸着成分*3配合で、ニオイのもとを吸着・除去します。 

③ ステインコントロール成分（溶解剤）*4配合で、ステインの付着を抑制し、歯本来の白さをキープします。 

④ 香味は、16 種類の天然成分（香料）を配合した、爽やかさ溢れる上質な香りの＜プレミアムミント＞と、 

新しく追加された、ラベンダーを基調とした香りで安らぎを与える＜アロマティックミント＞から選べます。 

*4:スルホコハク酸(C12-14)パレス-2Na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーラツー プレミアム クレンジングペースト  

＜プレミアムミント＞   ＜アロマティックミント＞ 

【発売地域】  

全国 

 

【2 週間モニター募集！オーラツー プレミアム “ライン使い”キャンペーン】 

■キャンペーン概要： 

２つのケアの“ライン使い”を 2 週間トライアル！限定 2 万名様に、オーラツー プレミアム ステインクリ

ア ペーストとオーラツー プレミアム クレンジングペーストのサンプルキットをプレゼント！ 

 

■実施期間：2019 年 2 月 1 日（金）10 時 00 分〜2 月 14 日（木）18 時 00 分 

■当選者数／賞品： 2 万名様  

オーラツー プレミアム ステインクリア ペースト(25g)、  

オーラツー プレミアム クレンジングペースト(1g)×2 

 

 

■応募方法 

 ご応募は PC またはスマートフォンからのみ可能です。詳しくは、下記キャンペーンページへ 

 http://p-2pastes1903monitor.ora2campaign.com 

 

●キャンペーンに関するお問合わせ： 

サンスター オーラツー キャンペーン事務局 

Mail：ora2premium_cp@hit-bits.com 

※メール指定着信、アドレス拒否設定をしている方は、【 ora2premium_cp@hit-bits.com 】を受信できるよう

ご設定ください。 

※土・日・祝日を除く 2019 年 4 月 26 日（金）まで 

※お問い合せへのお返事にはお時間を要する場合がございます。 

 

 

http://p-2pastes1903monitor.ora2campaign.com/
mailto:ora2premium_cp@hit-bits.com
mailto:ora2premium_cp@hit-bits.com


【商品仕様、発売日】 

 

 

 

 

 

 

【サンスターグループについて】 

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、オーラルケア、健康食品、化粧品など消費

者向けの製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・スイスＳＡ（スイス）と、自動車や建築向けの接着剤・シ

ーリング剤、オートバイや自動車向け金属加工部品などの産業向け製品・サービスをグローバルに統括するサンスタ

ー・シンガポール Pte.Ltd.(シンガポール)を中核会社とする企業グループです。 

＜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 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 

商品名 規格 
希望小売価格 

（税抜） 
JAN コード 発売日 

ベーシックケアライン 

オーラツー プレミアム  

ステインクリア ペースト 

＜プレミアムミント＞ 
100g 400 円 4901616010543 

2019 年 2 月上旬

～自然切替 

 

オーラツー プレミアム  

ステインクリア ペースト 

＜アロマティックミント＞ 
100g 400 円 4901616010550 

オーラツー プレミアム  

ステインクリア ペースト 

＜シャイニーシトラスミント＞ 
100g 400 円 4901616010635 

オーラツー プレミアム  

ブレスフレグランス マウスウォッシュ 

＜アクアティックシトラス＞ 
360mL 750 円 4901616010581 

オーラツー プレミアム  

ブレスフレグランス マウスウォッシュ 

＜フルーティーフローラル＞ 
360mL 750 円 4901616010574 

オーラツー プレミアム  

ブレスフレグランス マウスウォッシュ 

＜アクアティックシトラス＞ 

10mL 
X 

3 本 
300 円 4901616011465 

2019 年 

3 月 6 日 

 
オーラツー プレミアム  

ブレスフレグランス マウスウォッシュ 

＜フルーティーフローラル＞ 

10mL 
X 

3 本 
300 円 4901616011458 

スペシャルケアライン 

オーラツー プレミアム 

クレンジングペースト 

＜プレミアムミント＞ 
17g 650 円 4901616010703 

2018 年 12 月末

～自然切替 

オーラツー プレミアム 

クレンジングペースト 

＜アロマティックミント＞ 
17g 650 円 4901616011410 

2019 年 

3 月 6 日 

【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://jp.ora2.com/ 

 

http://jp.sunstar.com/
http://jp.ora2.com/

