
マスクの下の“おさぼりステイン”をやっつけろ！ 
永野芽郁出演のオーラツー最新 TVCM   

4 月 30 日(土)から放送開始 

 

サンスターグループ（以下サンスター）は、いつも自然体で私らしい美しさを求める女性のための「Ora2 （オーラツ

ー」 (以下オーラツー）の新 CM をし、2022 年 4 月 30 日(土)から全国にてオンエアを開始いたします。昨年に引き続

き永野芽郁さんを起用し、マスク生活下のおさぼりでついてしまった歯のステイン（着色汚れ）を、マスクを取る機会を

見据えてケアしていくことを呼びかけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【永野芽郁出演 オーラツー CM 概要】 

マスクの下のステインケア、さぼり気味じゃない？新キャラクター「ステインの化身」も登場！ 

永野芽郁さんと、ジェフリー・フルビマーリがコラボレーションした今回の CM。マスク生活に潜む「おさぼりステイン」

をテーマに、マスクを外すと同時に突如、永野さんたちの前に現れた「ステインの化身」。マスクを外す機会が多くなっ

ている昨今、あなたもいつの間にか “おさぼりステイン”になっていないでしょうか？ 

ステインを浮かせる、こだわりミクロ泡のオーラツーシリーズで、マスクの下の「おさぼりステイン」をやっつけろ！             

 

＜登場人物＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  メイ                    ユイ                ステインの化身 

 

News Release  

2022 年 4 月 26 日  

 
 

NEW 



【オーラツー 新 CM ストーリーボード】 

メイちゃんとお友達のユイちゃんが久しぶりに再開し、カフェでお茶をすることに。記念に写真を撮るためにマスクを

外そうとします。すると、ステインケアをさぼっていたユイちゃんのもとに「ステインの化身」が突如出現！ 

2 人の楽しい時間を邪魔する「ステインの化身」をやっつけるためには・・・・・？ 

メイちゃんとユイちゃん、そして新キャラクター「ステインの化身」との楽しい掛け合いにぜひご注目ください。 

                  

 

               

 

               

 

                   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

＜YOUTUBE リンク＞https://www.youtube.com/watch?v=c5PtTVW707U  

 

【撮影秘話】 

オーラツーの CM でお馴染みの人形達と永野さんの共演。実はこの人形達、人の手で動かしているんです。 

今回の「ステインの化身」は、これまでの人形よりも一際大きいサイズだったため、その大きさに永野さんも現場で驚

かれていました。そんな中でも人形達の動きにピッタリと息を合わせた自然な演技を見せてくれた永野さん。スタッフと

も和気あいあいとした会話を行いながら、リラックスされた様子で、終始和やかな撮影現場となりました。 
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【永野芽郁さん プロフィール】 

1999 年 9 月 24 日生まれ、東京都出身。2009 年に映画で女優デビュー。NHK 連続テレビ小

説「半分、青い」（18 年）でヒロインに抜擢され大きな反響を集め、エランドール賞新人賞（19

年）を受賞。昨年はドラマ「ハコヅメ」（NTV）、映画「地獄の花園」「キネマの神様」などに出演

した他、「そして、バトンは渡された」で第 46 回報知映画賞主演女優賞、第 45 回日本アカデ

ミー賞優秀主演女優賞を受賞するなどドラマ、映画、CM など多方面で活躍の場を広げる。 

                   

 

 

【マスク生活における女性の美容トレンド調査について】 

長引くマスク生活、およびマスクを取る機会を見据えた口もと美容ケア意識の実態を明らかにし、ステインケアの大

切さを啓発することを目的に「口もとケアに関する調査」を実施しました。詳細は以下 URL をご覧ください。 

https://www.sunstar.com/jp/newsroom/news/20220426-1/ 

 

【オーラツー PayPay ポイント＊もらえるキャンペーン】 

期   間：2022 年 4 月 30 日（土）～2022 年 6 月 15 日（水） 

対象商品：オーラツーミー ステインクリア ペースト 

オーラツープレミアム ステインクリア ペースト 

       オーラツープレミアム クレンジング ペースト 

付与条件：対象商品を購入の方に PayPay ポイントが最大１００ｐｔ付与 

参加方法：購入レシートを専用サイトにアップロード 

       （専用サイトアドレス：https://get-cp.jp/ora2-pay1） 

*出金、譲渡不可。PayPay 公式ストアでも利用可。付与上限あり。 

本キャンペーンに関するお問合せ先： 

サンスター「オーラツーPayPay がもらえるキャンペーン」事務局 

お問合せ：0120-984-184 平日 10:00～17:00 

土・日・祝日・8 月 12 日～16 日を除く 2022 年 8 月 25 日（水）まで 

 

【商品概要】  

オーラツーミー ステインクリア ペースト 

ステインを落として付着しにくくし、歯本来の白さを取り戻します。 

 

＜オーラツーミー ステインクリア ペーストの３つのアプローチ＞ 

①ステインコントロール成分＊1 がステインに染み込んで、浮かしだします。 

②3 種類のシリカ＊2 で歯のステインを落とします。 

③ステインコントロール成分がステインをつきにくくすることで、 

歯本来の白さを取り戻し、キレイな歯を保ちます。 

 

 

 

 

 

 

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（左） 

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（中央） 

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（右） 

希望小売価格 各税込 385 円 

医薬部外品・ハミガキ 販売名（左から）：薬用オーラツーSC ペースト YB/YC/MD 



オーラツープレミアム ステインクリア ペースト 

ステインをきめ細かく落とし、歯の「美白＊3 とツヤ」を叶えます。 

 

＜オーラツープレミアム ステインクリア ペーストの３つの特徴＞ 

①シャイニーホワイト成分＊4 が、清掃剤とともにステインをきめ細かく落として歯

面を丁寧にみがきあげ、白くつややかな歯にします。 

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っとした粒子感、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。 

 

 

 

 

オーラツープレミアム クレンジング ペースト 

週 1 回の歯の集中ケアで、頑固なステインやニオイの元まで、すっきりディープクレンジングします。 

 

＜オーラツープレミアム クレンジング ペーストの３つの特徴＞ 

①オーラツー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＊5 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＊1 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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・シーリング材、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。 

 

【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。 

オーラツー ブランドサイト https://jp.ora2.com/ 

＊1 POE アルキル（12－14）スルホコハク酸 2Na 液（溶解剤） 

＊2 無水ケイ酸（清掃剤） 

＊3 美白とは、着色汚れを落とし、歯本来の白さへ近づけること 

＊4 酸化 AI（清掃助剤） 

＊5 シクロデキストリン（吸着剤） 

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 

希望小売価格 税込 715 円 

ハミガキ  

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 

希望小売価格 税込 440 円 

医薬部外品・ハミガキ 販売名：薬用オーラツープレミアム K 

 



100 年 mouth100 年 health 

人生 100 年時代、サンスターが目指すのは、お口の健康を起点とした、全身の

健康と豊かな人生。毎日習慣として行う歯みがきなどのオーラルケアは、お口

の健康を守り、そして全身の健康を守ることにもつながっています。100 年食

べ、100 年しゃべり、笑う。一人ひとり、自分らしく輝いた人生、豊かな人生を送

るためにも、お口のケアを大切にしていただきたいと考えています。今後もお口

の健康を起点としながら全身の健康に寄与する情報・サービス・製品をお届け

することで、人々の健康寿命の延伸に寄与することを目指していきます。 

 

＜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） 

 

＜本リリースに関するマスコミからのお問合せ先＞ 
サンスターグループ 広報部 MAIL：  sunstarpr@jp.sunstar.com  

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


