News Release
2017 年 3 月 18 日

Ora2×Ｐｅｒｆｕｍｅ「くちもとBeauty Project」第2弾

White なPerfumeが週末使いの新商品を美しく表現！
「Ｏｒａ2（オーラツー）」新CM「WEEKENDの新習慣」篇
２０１７年 ３月 １８日 （土 ）から全 国でオンエア開 始

Perfume楽曲「宝石 の雨 」コラボデザイン商 品（数量限定）も発売 中

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）
」で、テクノポップユニット Perfume（パフューム）の 3 人を起用した、くちもと
からはじまる美を提案する「くちもと Beauty Project」を展開しております。
今回プロジェクト第 2 弾として、オーラツー プレミアムシリーズの新商品「オーラツー プレミアム
クレンジングペースト」の新 CM「WEEKEND の新習慣」篇を、2017 年 3 月 18 日（土）より全国で
オンエア致します。
第 1 弾から引き続き、CM 楽曲は Perfume の「宝石の雨」、イラストはイギリスのイラストレーター・
ジェイソン ブルックス氏。2 組のアーティストが前回とは違う新しいオーラツーの世界を華麗に展開します。

また、今回は Perfume 楽曲「宝石の雨」コラボデザインのオーラツー プレミアム ステインクリア
ペースト（25g）がセットになった数量限定商品も発売します。

※記事化の際に「Ora2」（数字を上付き）と表現できない場合、テキスト冒頭を「Ora2（オーラツー）」と
表記し、以降のテキストを「Ora2」と表記いただけますと幸いです。

【Ora2×Perfume くちもと Beauty Project 第 2 弾】
新 CM「WEEKEND の新習慣」篇
くちもと Beauty プロジェクト第 2 弾 CM は、オーラツー プレミアム クレンジングペーストの誕生をお伝え

するものです。オーラツー プレミアム クレンジングペーストは、毎日のハミガキにプラスして、週 1 回のス
ペシャルケアで、輝く白い歯と自信あふれる笑顔をお届けする新商品のハミガキです。その特徴は、1 週間に
1 回の歯の集中美白ケア。忙しい平日を終えた週末は、しっかり身体をいたわりながら、じっくり自分を磨く。
そんなアクティブな女性におすすめしたい新習慣です。
CM では、働く女性が賑やかで忙しい 1 週間を終えて、週末に自分を磨く姿を、2 パターンの白い衣装に身
を包んだ Perfume 3 人が演じます。2 組の Perfume が平日の様子を表現するシーンでは、踊りながら歩く演
技を緻密に検証し、モーションコントロールカメラで撮影、合成するという手法が取られています。3 人の息
の合った動きにも注目です。月曜から週末まで、背景の町並みや文字は、すべてジェイソン ブルックス氏に
よるイラストレーションです。第 1 弾から引き続き Perfume とジェイソン ブルックス氏が、前回とは違う新
たなオーラツーの世界を華麗に展開します。

■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」の提案を発信していきます。
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。

■サンスター「Ｏｒａ２（オーラツー）」 Ｐｅｒｆｕｍｅ出演新ＣＭ
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■ 数量限定発売商品
オーラツー ステインクリア ペースト＋Perfume 楽曲「宝石の雨」コラボデザイン
プレミアムミニペースト 25g
ハミガキ 医薬部外品

Perfume が登場する TVCM で使用している楽曲「宝石の雨」をイメージした
キラキラを散りばめたコラボデザインパッケージ。数量限定で発売！

【発売時期および地域】
2017 年 3 月上旬〜
【商品仕様】

商品名
オーラツー ステインクリア ペースト[ナチュラル
ミント]＋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]
Perfume コラボ限定デザイン 25ｇ付き企画品
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]＋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]
Perfume コラボ限定デザイン 25g 付き企画品
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]＋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]
Perfume コラボ限定デザイン 25g 付き企画品

容量
130ｇ
25ｇ
130ｇ
25ｇ
130ｇ
25ｇ

希望小売価格
（税抜）

JAN コード

350 円

4901616960619

350 円

4901616960626

350 円

4901616960633

■出演者プロフィール
《略歴・最新情報》

《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 月には約 2 年半ぶりのオリジナルアルバム「COSMIC EXPLORER」を発表
し、同作を引っさげて北米 5 公演を含むリリースツアーを半年間にわたって行った。
2017 年 2 月 15 日には、ドラマ「東京タラレバ娘」の主題歌「TOKYO GIRL」のシ
ングルをリリースした。
Perfume オフィシャルサイト
http://www.perfume-web.jp

【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。
Ora2 ブランドサイト http://www.ora2.com/

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の「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

