News Release
2017 年 7 月 10 日

「くちもとBeauty Project」Perfumeコラボ第4弾！
サンスター「Ora 2 （オーラツー）」
Perfumeプロデュース限定品発売！！
〜Ora 2 ✕Perfume くちもとBeautyポーチが当たるキャンペーンも開始〜
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）」の「くちもと Beauty Project」第 4 弾を実施します。
テーマは「Ora2 と出かけましょう」。外出先でもオーラツーを使ってくちもとのケアをすることで、前向
きな笑顔になっていただきたいという思いを込めています。
今回、「くちもと Beauty Project」のイメージキャラクターをつとめるテクノポップユニット Perfume(パ
フューム) プロデュースの限定品の発売が決定いたしました。パッケージデザインはもちろん、オーラツー
ステインクリアペーストの香味も Perfume の 3 人がプロデュース。いつでも持ち歩きたい、使うと気分があ
がるアイテムが完成しました。7 月中旬頃より全国の店頭にて販売いたします。
また、7 月 10 日(月)より、オーラルケアグッズの持ち歩きにぴったりな、Perfume プロデュースによる
「Ora2×Perfume くちもと Beauty ポーチセット」のプレゼントキャンペーンも実施いたします。

Perfume プロデュース限定品

オーラツー ステインクリア ペースト Perfume produce 限定デザイン＆香味［フラワーダンス］130g

<数量限定> 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 Perfume の 3 人が選んだ限定のフラワーダンス(フルーティーフローラルミント)香味で
す。
【発売時期】
2017 年 7 月中旬〜

【商品仕様】

商品名

容量

オーラツー ステインクリア ペースト
Perfume 企画香味［フラワーダンス］

130g

希望小売価格

JAN コード

（税抜）
350 円

4901616963290

オーラツー ハブラシ ミラクルキャッチ毛(ふつう)Perfume produce 限定デザイン<数量限定>
【商品特徴】
① 薄くてコンパクトなヘッドとロングネックで女性の小さなお口でも無理なくみがく
ことができます。
② ブラシ部分は細かく分かれた毛先で、
届きにくいミクロの歯垢までからめとります。
【発売時期】
2017 年 7 月中旬〜

【商品仕様】

商品名

容量

オーラツー ハブラシ
ミラクルキャッチ毛（ふつう）Perfume 企画品

1本

希望小売価格
（税抜）
250 円

JAN コード
4901616963313

オーラツー ブレスファイン マウススプレーPerfume produce 限定デザイン<数量限定>
口中清涼剤 医薬部外品
【商品特徴】
① 有効成分 ℓ-メントールの働きで、ニオイを作り出す原因菌を殺菌
し口臭を防ぎます。
② 外出先や仕事でハミガキができない時、口臭が気になる時、リフレ
ッシュしたい時、人と会う前のエチケットにおすすめです。
【発売時期】
2017 年 7 月中旬〜
【商品仕様】

希望小売価格

JAN コード

商品名

容量

オーラツー ブレスファイン マウススプレー
［クールミント］Perfume 企画品

6mL

250 円

4901616963320

オーラツー ブレスファイン マウススプレー
［シトラスミント］Perfume 企画品

6mL

250 円

4901616963337

オーラツー ブレスファイン マウススプレー
［レッドグレープフルーツ］Perfume 企画品

6mL

250 円

4901616963344

（税抜）

オーラツー トラベルセット［ソフトケースタイプ］Perfume produce 限定デザイン＆香味<数量限定>
【商品特徴】
① 「オーラツー ステインクリアペースト Perfume 企画香味
［フラワーダンス］
」
と「オーラツー ハブラシ ミラクルキャッチ毛（ふつう）
」を組み合わせた携
帯用ソフトケースのセットです。
② オフィスでも旅行先でもステインケアができ、歯本来の白さをキープするこ
とができます。
【発売時期】
2017 年 7 月中旬〜
【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 ハブラシ
ミラクルキャッチ毛(ふつう)

オーラツー トラベルセット
［ソフトケースタイプ］Perfume 企画品

+
ステインクリアペースト

［フラワーダンス］40g

250 円

4901616963306

Ora2×Perfume くちもと Beauty ポーチセットプレゼントキャンペーン
今回は、
「Ora2 と出かけましょう」というテ
ーマに沿って、オーラツーとお出かけしたい場
所をツイートして応募すると、抽選で 1,000 名
様に Perfume プロデュース「Ora2✕Perfume
くちもと Beauty ポーチセット」が当たるプレ
ゼントキャンペーンも同時展開。
Perfume のアイデアから生まれた「くちもと
Beauty ポーチ」はオーラツーアイテム 3 点が
ぴったり入る柔らかい素材で、コンパクトで持
ち運びに便利なオーラルケア専用ポーチ。Perfume プロデュース限定品と連動したデザインで、外出先でも
楽しくオーラルケアをしていただけます。
オフィスでも、街中でも、
旅行の時でも、いつでも「くちもと Beauty」
でいるために、オーラツーのアイテムをカバンやポーチに入れて出かけましょう。
応募期間：2017 年 7 月 10 日〜9 月 25 日
応募要項など詳細は、http://www.ora2-perfume.com/

■ Ora2×Perfume くちもと Beauty Project

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

「くちもと Beauty Project」では、「くちもと Beauty」を実現しながら、女性として輝く毎日を過ごして
いる Perfume の 3 人とともに、さまざまな商品ラインアップや、 女性のライフスタイルに合った使い方
など、くちもとからはじまる「美」の提案を発信していくものです。

■Perfume 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
』をリリースし、オリコンアルバム週間チャート 1 位を獲得。2017 年２月 15
日 シングル『TOKYO GIRL』をリリース。
2017 年秋口 ニューシングル リリース決定！！
2017 年 9 月 6 日、7 日 愛知県体育館、9 月 13 日、14 日 大阪城ホールと、
「Perfume FES‼ 2017」の開催が決定している。
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

