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〜「親⼦で乳⻭ケア ®※１シリーズ」に新商品登場
シリーズ 新商品登場〜
親⼦で早期からの乳⻭ケアと、⻭みがき習慣の継続がカギ

『ママとしっかり 仕上げみがきセット』
『タブレット
タブレット U キシリトール＋フッ素』
2017 年 8 月 21 日（月）
（月） 全国で新発売
ピジョン株式会社（本社：東京、社⻑：⼭下茂）は
ジョン株式会社（本社：東京、社⻑：⼭下茂）は
ジョン株式会社（本社：東京、社⻑：⼭下茂）は、「乳⻭ブラシ」
乳⻭ブラシ」と「
と「仕上げ専用
専用⻭ブラシ」がセットになっ
がセットになっ
た「ママとしっかり
「ママとしっかり 仕上げみがきセット」と、食物由来
仕上げみがきセット」と、食物由来※２のフッ素をプラスした「タブレット U キシリトール+フッ素」を
キシリトール
※１
2017 年８
８月 21 日(月
月)に新発売し
に新発売し、「親⼦で乳⻭ケア
、「親⼦で乳⻭ケア®※１
シリーズ」を刷新します(全面リニューアルしま
シリーズ」を刷新し
全面リニューアルします)。
全面リニューアルしま
ママとし
ママとしっかり 仕上げみがきセット

タブレット U キシリトール＋フッ素
キシリトール＋フッ素

りんごミックス味(60
りんごミックス味
粒⼊)

⻭が⽣え始める頃から

ぶどうミックス味(60
ぶどうミックス味(60 粒⼊)

ぶどうミックス味(14
(14 粒⼊)

奥⻭が⽣える頃から

※１：「親⼦で乳⻭ケア」はピジョン株式会社の登録商標です
※２：緑茶抽出成分
緑茶抽出成分(フッ素含有
フッ素含有)を配合

■早期ケアの重要性
早期ケアの重要性

し ずい

乳⻭は、永久⻭に⽐べて
乳⻭は、永久⻭に⽐べて⻭髄と呼ばれる神経が大きく、
と呼ばれる神経が大きく、さらに
さらに⻭髄を守る「エナメル質」が
⻭髄を守る「エナメル質」が
⻭髄を守る「エナメル質」が永久⻭に⽐べ
永久⻭に⽐べて薄い
ため、むし⻭にな
⻭になりやすく、
りやすく、⼀度むし⻭になる
⻭になると早く進⾏してしまい
と早く進⾏してしまい、永久⻭にも⼤きな影響を与え
と早く進⾏してしまい、永久⻭にも⼤きな影響を与え
、永久⻭にも⼤きな影響を与えます。
ます。したがって、
したがって、
⻭が⽣えはじめた頃の早期からの
はじめた頃の早期からの乳⻭ケアがとても⼤切です。
はじめた頃の早期からの乳⻭ケア
とても⼤切です。しかし
しかし⾚ちゃんだけでは上⼿に⻭みが
⾚ちゃんだけでは上⼿に⻭みが
⾚ちゃんだけでは上⼿に⻭みがきが出来ない
きが出来ない
ため、ママやパパ等周りの大人が「仕上げみがき」をしてあげること
ため、ママやパパ等周りの大人が「仕上げみがき」をしてあげることもむし⻭予防には⼤切です。
もむし⻭予防には⼤切です。
本商品は、
本商品は、6 ヵ月、12
12 ヵ月頃からの赤ちゃん
の赤ちゃん用の
の「乳⻭ブラシ
乳⻭ブラシ」と、大人が
大人が仕上げみがき
仕上げみがきをしてあげる
をしてあげる際に使用す
使用す
る「仕上げ専
専⽤⻭ブラシ」
」をセットにし、
にし、早期から赤ちゃん
赤ちゃんの「自分
自分みがき」と大人による
大人による「仕上げみがき
仕上げみがき」
」をセットで、
乳⻭ケアのスタート
スタートが出来るようにしました。
出来るようにしました。
■乳⻭ケアを継続する重要性
乳⻭ケアを継続する重要性
せっかく早期から乳⻭ケアを始めても、それを継続しないことには⻭の健康は維持できません。
せっかく早期から乳⻭ケアを始めても、それを継続しないことには⻭の健康は維持できません。乳⻭ケアに関する
乳⻭ケアに関する
ママやパパのお困りごとの
ママやパパのお困りごとのひとつに「⼦どもが⻭みがきを嫌がる」というご意⾒
つに「⼦どもが⻭みがきを嫌がる」というご意⾒
つに「⼦どもが⻭みがきを嫌がる」というご意⾒をあげる方が約
をあげる方が約 50％（ピジョン調べ）
（ピジョン調べ）
と多く、⻭みがき
⻭みがきには苦労されています。
には苦労されています。毎⽇の⻭みがき習慣
には苦労されています。毎⽇の⻭みがき習慣は、
は、お子さまの将来の⻭の健康にとって、とても⼤切
の将来の⻭の健康にとって、とても⼤切
■一般の方からの問い合わせ先：お客様相談室 TEL:0120
TEL:0120-741-887
887 URL：https://pigeon.info/babyteeth/

です。「タブレットＵキシリトール＋フッ素」
「タブレットＵキシリトール＋フッ素」は、お子さま
「タブレットＵキシリトール＋フッ素」
お子さまが嫌がる⻭みがき
が嫌がる⻭みがき後のご褒美としてもお使いいただ
後のご褒美としてもお使いいただ
後のご褒美としてもお使いいただくことがで
き、⻭みがき
、⻭みがきが苦手なお子さまの“がんばる気持ち”を応援します。
が苦手なお子さまの“がんばる気持ち”を応援します。
が苦手なお子さまの“がんばる気持ち”を応援します。味はお子さまの大好きな「りんご味」と
はお子さまの大好きな「りんご味」と
はお子さまの大好きな「りんご味」と「ぶどう味」
味」
なので、楽しく
楽しくお召しあがりいただき、継続してご使用いただけます。
あがりいただき、継続してご使用いただけます。
また「フッ素」は食物由来※2 なのでお子さまにも安心して与えることができます。
のでお子さまにも安心して与えることができます。

■商品名
名/価格/特⻑
特⻑/使⽤年齢
使⽤年齢/発売先
発売先
商品名：

ママとしっかり 仕上げみがきセット

ママとしっかり 仕上げみがきセット

⻭が⽣え始める頃から

奥⻭が⽣える頃から

594 円

540 円

価格（税込）
（税込）：
特⻑：

■乳⻭ブラシと仕上げ専⽤
■乳⻭ブラシと仕上げ専⽤⻭ブラシがセットになり、早期からの「自分みがき」「仕上げみがき」
ブラシがセットになり、早期からの「自分みがき」「仕上げみがき」
の習慣づけが可能です。
■⻭が⽣え始める頃から
⻭が⽣え始める頃からの
の仕上げ専用⻭
⻭ブラ

■奥⻭が⽣える頃からの仕上げ専⽤
■奥⻭が⽣える頃からの仕上げ専⽤⻭ブラ

シは、赤ちゃんの口の構造に合わせ、ヘッド部
赤ちゃんの口の構造に合わせ、ヘッド部

シは、
、やわらかくてコシのある短い極細毛が
やわらかくてコシのある短い極細毛が

分がカーブしているので⻭の裏までブラシがしっ

奥までしっかり届いて⻭垢をしっかり除去しま

かり届き、⼩さな⻭でもみがき残しなく仕上げ

す。

みがきができます。

■乳⻭ブラシは、奥⻭までしっかり届くように
■乳⻭ブラシは 奥⻭までしっかり届くように

■乳⻭ブラシは、お⼦さまが握りやすい⻑さ・
■乳⻭ブラシは、お⼦さまが握りやすい⻑さ・

薄くて小さいヘッドで、やわらかくてコシのある

太さ・形のグリップで、柄の端もやわらかいので

短い極細毛です。

安心です。また、ブラシの向きを気にしなくて良
安心です。また、ブラシの向きを気にしなくて良

■無理な⼒がかかりにくいしなやかネックで、
無理な⼒がかかりにくいしなやかネックで、

いやわらか素材の両面ヘッドで、のどをつかない

のどの奥へ入れすぎない目安となるストッパー

安全プレート付きです。

ショルダーがあります
ショルダーがあります。
■お⼦さまが握りやすい⻑さ・太さ・形のグリ
ップで柄の端もやわらかいので安心です。

使⽤年齢：

6 ヵ月頃から

12 ヵ月頃から

発売日：

2017 年 8 月 21 日

発売先：

全国

商品名：

タブレット U キシリトール+フッ素
キシリトール

味
内容量：
価格(税込
税込)：
特⻑：

りんごミックス味

ぶどうミックス味

ぶどうミックス味

６０粒
６０粒/１袋

14 粒/１袋
１袋

508 円

270 円

■お口の中に酸を作らないキシリトール入り。フッ素は食物由来※2 なので安心です。
■粒は、気管をふさぎにくい U 字型で、お子さまが喜ぶカラフルな色です。
■⻭みがきがきちんと出来たごほうびや、⻭みがき習慣のサポート役です。

使⽤年齢：

１歳６ヵ月頃から

発売日：

2017 年８⽉ 21 日

発売先：

全国

■⽉齢や乳⻭の状況に応じた乳⻭ケア商品の使い分け
お⼦さまの乳⻭の成⻑
お⼦さまの乳⻭の成⻑や用途
や用途に応じて、道具
に応じて、道具の使い分け
使い分けを⾏いましょう。
を⾏いましょう。

ママやパパが知っているようで知らない、乳⻭ケアの
ママやパパが知っているようで知らない、乳⻭ ケアの基本的な知識
基本的な知識
や必要なグッズについて
や必要なグッズについて、可愛いクマの「ミガクーマ先生」が紹介す
可愛いクマの「ミガクーマ先生」が紹介す
る専用コンテンツです。
■乳⻭ケア
乳⻭ケア

お手入れの基礎知識サイト
お手入れの基礎知識サイト

https://pigeon.info/babyteeth/

■ピジョン 親子で乳⻭ケア®シリーズ ラインアップ
⻭ブラシ・⻭みがき剤の他、その他のタブレット、⻭みがきナップ®も取り揃えています。

＜乳⻭ブラシ・仕上げ専用⻭ブラシ＞
NEW

乳⻭ブラシセット

★印以外は全品パッケージがリニューアルされております。

NEW

(★)仕上げみがきセット
⻭が生え始める頃から 奥⻭が生える頃から

レッスン段階１ レッスン段階２

＜ジェル状⻭みがき＆ぷちキッズ®＞

レッスン段階４

仕上げ専⽤⻭ブラシ
奥⻭が生える頃から
⻭が生え始める頃から

全品パッケージがリニューアルされ、パラベンフリーになりました。

ぷちキッズ®

ジェル状⻭みがき
いちご味

キシリトール

乳⻭ブラシ
レッスン段階３

ぶどう味

キシリトール

ぶどう味

いちご味

＜タブレット U キシリトールプラス＞

ヨーグルト味

いちご味

ピーチ味

ピーチ味

＜タブレット U キシリトール+フッ素＞
NEW

NEW

ぶどうミックス味(60 粒⼊)

＜⻭みがきナップ®＞

NEW

14 包入り

タブレット U キシリトール＋フッ素
りんごミックス味(60 粒⼊)

アソート

ぶどう味

ぶどうミックス味(14 粒⼊)

42 包入り

