News Release
2022 年 11 月 10 日
なにわ男子がオーラツーミーのＣＭに初出演！

「くちもと、おさぼりしてへん？」
なにわ男子、素敵な笑顔でくちもとビューティーをアピール！
新ＣＭ『くちもとビューティーでＳｍｉｌｅ！』篇 11 月 19 日（土）より放送開始

サンスターグループ（以下サンスター）は、いつも自然体で自分らしい美しさを求める女性のためのオーラルビュー
ティーケアブランド「Ora2 me（オーラツーミー）」（以下、オーラツーミー）シリーズにおいて、「くちもとビューティーで
Smile！」をコンセプトにしたキャンペーンを 11 月 30 日（水）から開始いたします。これに併せ、なにわ男子を起用した
新 CM『くちもとビューティーで Smile！』篇（15 秒）を制作、11 月 19 日（土）より、関東エリアで放送開始いたします。
デビュー曲「初恋（うぶ）LOVE」を始め、多くの人たちを笑顔にしているなにわ男子の皆さんは、オーラツーブランド
が目指す“自分らしい笑顔になれる”、“笑顔にさせてくれる”というイメージにふさわしく、今回の起用に至りました。
オーラツーミーシリーズでは、「オーラツーミー ステインクリア ペースト」（以下、ステインクリア）をはじめ、「オーラ
ツーミー アロマフレーバーコレクション ペースト」（以下、アロマフレーバーコレクション）、「オーラツーミー マウスウ
ォッシュ ステインケア」（以下、マウスウォッシュ）、「オーラツーミー ハブラシ」（以下、ハブラシ）、「オーラツーミー マ
ウススプレー」（以下、マウススプレー）、「オーラツーミー ポータブル（ハブラシ・ハミガキセット）」（以下、ポータブル）
と多様なラインアップを揃え、コロナ禍でマスク生活が続き、素顔が見えないことが当たり前の時代に、マスクで隠れ
ていても、オーラルケアを通しキレイな印象と自分らしい笑顔を叶える“くちもとビューティー“を応援しています。
新 CM『くちもとビューティーで Smile！』篇では、くちもとをイメージした“スマイルフレーム”から登場するなにわ男子
の皆さんが、11 月 16 日（水）発売の 3rd シングルに収録されているタイアップ曲「ハッピーサプライズ」を口ずさみなが
ら、素敵な笑顔で製品を紹介しています。
また新 CM だけでなく、WEB-CM や SNS 動画配信とともに、11 月 30 日（水）からは、オリジナルグッズが当たるキ
ャンペーンを実施します。詳細はキャンペーンサイトへ（https://www.m-series2211-ora2campaign.com）

新ＣＭ『くちもとビューティーでＳｍｉｌｅ！』篇ストーリー
爽やかなパステルカラーの背景が、中央からにっこりとほほ笑むように開きはじめると、姿を現したのはなにわ男子
のメンバーたち。「くちもと、おさぼりしてへん？」と語りかけると、タイアップ曲「ハッピーサプライズ」の軽快なリズムと
楽しいグラフィックモチーフとともに、思い思いのポージングで次々とオーラツーミーシリーズを紹介していきます。「ア
ロマフレーバーコレクション」を大西さんと大橋さん、「ステインクリア」と「マウスウォッシュ」を藤原さん、「ハブラシ」を
長尾さん、「マウススプレー」を道枝さん、10 月 19 日（水）に新発売した「ポータブル」を西畑さんと高橋さんが紹介しな
がら、「ハッピーサプライズ」を歌い継ぐなにわ男子のメンバーたち 。最後は全員揃って「くちもとビューティーで
Smile！」と声を揃えると、画面から飛び出す勢いで「ビューティーしてみて！」と笑顔で呼びかけます。

撮影エピソード
●思い思いのポージングで「くちもとビューティー」を表現！
なにわ男子の皆さんが、スマイル型のフレームから登場し、ひとりひとりが順番にオーラツーミーシリーズを紹介し
ていく新 CM『くちもとビューティーで Smile！』篇。商品を紹介するシーンでの表情やポージングは、なにわ男子の皆さ
んのアドリブに委ねられました。中でも「アロマフレーバーコレクション」を持ち、満面の笑みで自身の歯を指差すポー
ズをとった大橋さんには、「その歯のアピール、めっちゃいいですね！」と監督からも絶賛の声があがりました。

●ライブの前は、みんなで歯みがき！
なにわ男子の皆さんに、オーラツーミーシリーズの CM 出演が決まった感想を聞いてみると、「嬉しかった！」と全員
が笑顔で声を揃えてくれました。藤原さんが、「ライブが始まる前に、みんなで歯をみがいているので、それをもしかし
たらサンスターの方が見ていてくださったのかなと思いました」と切り出すと、「このお話（CM 出演）をいただく前から、
オーラツーを使っていました！」とアピールする西畑さん。歯みがきをしながらインスタライブに登場したこともあるそう
で、「（CM 出演が）決まったからよかったけど、決まっていなかったら、インスタライブでただただ歯みがきをしているだ
けって、おかしいからね」と、大西さんからツッコミが入りました。

●「くちもとビューティー」Ｎｏ.１は？
なにわ男子の皆さんの中で、「くちもとビューティー」No.1 は誰か聞いてみると、「めっちゃケアしてる流星くんか大橋
くんじゃない？」という道枝さんに、「大橋くんは一番歯をみがく回数多いよね」と、大橋さんを推す西畑さん。2 人から
名前が挙がった大橋さんが、「ご飯食べたら絶対に（歯を）みがくし、ちょっと手が空いたなと思ったら歯をみがいてま
す」と歯みがきに対する並々ならぬ思いを語ると、「手が寂しいから歯をみがくの！？」とメンバー一同大爆笑。さらに
「オーラツーを使って、（くちもと）ビューティーになってるからね！」と胸を張る大橋さんに、「くちもとケア完璧やな！（く
ちもとビューティーNo.1 は）満場一致でうちのリーダー、大橋です！」とメンバーたちも納得の様子。「ありがとうござい
ます！」と大橋さんは、「くちもとビューティー」No.1 にふさわしい素敵な笑顔で応えていました。

ＣＭ概要
CM タイトル

：

サンスターオーラツーミーシリーズ新 CM『くちもとビューティーで Smile！』篇（15 秒）

放送開始日

：

2022 年 11 月 19 日（土）

放送地域

：

関東エリア

キャンペーンサイト

：

https://www.m-series2211-ora2campaign.com

商品情報
●オーラツーミー ステインクリア ペースト 【医薬部外品・ハミガキ】
販売名：（画像左から）薬用オーラツー SC ペースト YB/YC/MD

歯のくすみ・黄ばみなどのステイン（着色汚れ）を落として、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。
香味 ：（画像左から）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
容量 ：（画像左から）130g、130g、125ｇ
希望小売価格(税込) ：385 円

●オーラツーミー アロマフレーバーコレクション ペースト 【医薬部外品・ハミガキ】
販売名：薬用オーラツー SC ペースト YC

気分によって選べるアロマエッセンシャルオイル*１配合のハミガキです。
香味 ：（画像左から）スパークリングシトラスミント、アクティブベリーミント、
ドリーミーラベンダーミント
容量 ：130g
希望小売価格（税込） ：418 円
*１

香料

●オーラツーミー マウスウォッシュ ステインケア 【洗口液】
ニオイのもとも、ステイン（着色汚れ）のもとも、お口のすみずみまで洗い流してすっきり
クリアにします。ピリピリしないノンアルコールタイプです。
香味 ：（画像左から）ナチュラルミント、ピーチフリーミント、フローラルホワイトティー
容量 ：460mL
希望小売価格(税込) ：572 円

●オーラツーミー ハブラシ
みがきやすい小さめヘッドで、タイプの異なる 3 種類のフィラメントに、毛のかたさの
バリエーションを加えたラインアップです。
ラインアップ ：（画像左から）ステインクリア、ミラクルキャッチ、スパイラルキャッチ
希望小売価格（税込） ：275 円

●オーラツーミー マウススプレー 【医薬部外品・口中清涼剤】
販売名：オーラツ―マウススプレー

有効成分 ℓ-メントールがニオイをつくりだす原因菌を殺菌。口臭が気になる時に
シュッとスプレーするだけで、一瞬でクリアな息にします。
香味 ：（画像左から）ジューシーピーチ、クールミント、シトラスミント
容量 ：6mL
希望小売価格（税込） ：275 円

●オーラツーミー ポータブル 【ハブラシ・ハミガキセット】
「おしゃれに楽しく持ち運べること」にこだわったスタイリッシュなデザインのハブラシ・
ハミガキセットです。ケースは抗菌加工されており、通気性も良く衛生的です。
ラインアップ ：（画像左から）ブルー、ホワイト、ピンク
希望小売価格（税込） ：528 円

キャンペーン情報
くちもとビューティーで Smile！Twittter 投稿キャンペーン第 1 弾
期

間：2022 年 11 月 30 日（水）～2022 年 12 月 28 日（水）

対象商品：オーラツーミー マウススプレー
オーラツーミー ポータブル
景

品：くちもとビューティーで Smile！ロゴ入りマウススプレーケースキーホルダー

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

本キャンペーンに関するお問合せ先：
サンスター 「オーラツーミーくちもとビューティーで Smile！Twitter 投稿キャンペーン第 1 弾」事務局
0120-984-184 ※平日 10:00～17:00
受付期間：2022 年 11 月 30 日（水）～2023 年 3 月 3 日(金)
※土･日･祝日・12 月 29 日～1 月 4 日を除く
上記以降のキャンペーン情報については、キャンペーンサイトにて随時更新。
https://www.m-series2211-ora2campaign.com

【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ーケアブランドです。
Ora2 ブランドサイト https://jp.ora2.com/

【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。
＜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

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/

