PRESS
RELEASE
2017 年 7 月 18 日

デンチャー※1 ケアブランド
「ポリデント」「ポリグリップ」の
新 TVCM に小日向文世さんを起用
7 月 21 日（金）より全国でオンエアを開始！
英国系製薬企業グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社（社長：宮原伸生、
本社：東京都渋谷区）は、入れ歯洗浄剤「ポリデント」、入れ歯安定剤「新ポリグリップ 無添加」の新 TVCM に
テレビ、映画、舞台等でご活躍中の俳優・小日向文世さんを起用し、2017 年 7 月 21 日（金）より全国でオン
エアを開始いたします。
「ポリデント」は４つの成分が１錠で働く（着色汚れ落とし・強力除菌・漂白促進・速効洗浄）入れ歯洗浄剤で
す。「新ポリグリップ無添加」は少量でしっかりと入れ歯を安定させるクリームタイプの入れ歯安定剤です。入
れ歯と歯ぐきをしっかり安定させることで細かいものを挟まりにくくし、いっそう食事を楽しめるようお手伝いし
ます。新 CM では、幅広い年齢層に人気があり、実力派俳優として知られる小日向文世さんがそれぞれの製
品の特長を爽やかに伝えています。

新キャンペーン「人生楽しんで、サイエンスとともに」CM 概要
■ポリデント
「入れ歯洗浄なんてどれも同じ、そう思っていませんか」という問いかけにより、違いが分かりづらい入れ歯洗
浄のなかでも、「着色汚れ落とし」「強力除菌」「漂白促進」「速効洗浄」の４つの成分を一錠に配合している「ポ
リデント」の優位性を説明。わずか５分でカビやニオイの原因菌を 99.9％除菌※2 できる「ポリデント」の特長
と、入れ歯洗浄剤を毎日使用して清潔に保つことの大切さを伝えています。
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入れ歯洗浄なんてどれも同じ
そう思っていませんか？

ポリデントは違います

４つの成分が働くから

ポリデント

■新ポリグリップ無添加
「せっかくのお食事、トマトの種が入れ歯に挟まるなんて気にせず楽しみたいですよね」という小日向さんの呼
びかけでスタート。少量でも入れ歯をぴったりフィットさせるクリームタイプの入れ歯安定剤「新ポリグリップ無
添加」は細かいものが挟まりにくく、食べ物の味を変えにくいため、楽しく食事ができることを伝えています。

トマトの種が入れ歯に挟まるなんて
気にせず楽しみたいですよね

ポリグリップならぴったりフィット！

細かい物が挟まりにくく、
食べ物の味も変えにくいんです

ポリグリップ
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【小日向文世さん インタビュー】
清潔感のある研究所のセットの中で、とても和やかな雰囲気の中
スムーズに撮影が進みました。
「トマトの種が入れ歯に挟まるなんて気にせず、楽しみたいですよ
ね。」とセリフの中にあるのですが、トマトの種が挟まるだけでも
痛い場合があるとは、義歯使用者の方は日常とても気を使いな
がら生活をされていらっしゃるのだな、と思いました。
そんな方々にもぜひポリデント・ポリグリップをお使い頂き少しで
も毎日の負担が軽くなり、生活がより明るくなると良いなと思って
おります。
義歯使用者の皆様を応援するポリデント・ポリグリップの新 CM を
ぜひ皆様にもご覧頂きたく思っております。
【小日向文世さん プロフィール】
小日向 文世（こひなた ふみよ）
1954 年(昭和 29 年)1 月 23 日生まれ。北海道出身。
東京写真専門学校を卒業後、1977 年にオンシアター自由劇場に入団。1996 年の
同劇団解散まで、中核的存在として活躍する。解散後は映像にも活動の場を広げ
る。映画「銀のエンゼル」で初の主役、2008 年 1 月の連続ドラマ「あしたの、喜多善
男」では統合失調症で分離した一人の人間の 2 役という難しい主役を務める。
2011 年に公演した舞台「国民の映画」では第 19 回読売演劇大賞『最優秀男優賞』
を受賞。
2012 年に公開した映画「アウトレイジビヨンド」では、第 86 回キネマ旬報ベスト・テン
『助演男優賞』を受賞。
＜出演情報＞
舞台「オーランドー」（KAAT 神奈川芸術劇場）9 月 23 日より公演
東宝映画「メアリと魔女の花」・・・ドクター・デイの声（7 月 8 日公開）
東宝映画「ミックス」・・・主人公多満子の父（10 月 21 日公開）
ワーナー「鋼の錬金術師」・・・ハクロ将軍（12 月 1 日公開）

入れ歯に関する総合情報サイト「デンチャーナビ」をリニューアル
https://www.mydenturecare.com/ja-jp/（polident.jp からもリダイレクトによりご覧いただけます）
入れ歯（デンチャー）に関する悩みは、友人をはじめ、歯科医にさ
え、相談しづらい人が多いようです。また、部分入れ歯を検討中
の人、初めて入れ歯をつくった人、入れ歯を長く使っている人と、
それぞれの状況で違う不安や悩みがあります。
新しくなった「デンチャーナビ」では、「専門家からのアドバイス」ペ
ージを増設。入れ歯使用者の方の日々のお悩みに応える記事を
従来よりも 3 倍以上に増やし、入れ歯使用者の方々に一層役立
つコンテンツをご提供します。
一人きりで入れ歯に関する悩みを抱えたまま生きることはありま
せん。思いっきりしゃべり、思いっきり食べて、思いっきり笑いまし
ょう！
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「ポリデント」「ポリグリップ」シリーズ製品概要
製品名

製品特徴

製品名

製品特徴

製品名

製品特徴

製品名

製品特徴

製品名

製品特徴

製品名

製品特徴

製品名

製品特徴

製品名

酵素入りポリデント （48 錠／72 錠／108 錠）

入れ歯の汚れ※3、ニオイを落として徹底除菌します。しっかり洗浄、頑固なヨゴレを除去します。

部分入れ歯用ポリデント （48 錠／72 錠／108 錠）
部分入れ歯のための入れ歯洗浄剤です。歯ブラシだけでは取り除きにくい汚れ ※3 を落として徹
底除菌します。しっかり洗浄、頑固なヨゴレを除去します。
ホワイトポリデント （48 錠／108 錠）
入れ歯についた汚れ※3 を強力に取り除きます。本来の入れ歯の白さを持続します。しっかり洗
浄、頑固なヨゴレを除去します。
ニオイを除くポリデント （48 錠／108 錠）
ニオイの原因となる入れ歯の歯垢を取り除きます。入れ歯をミントの香りですっきりさわやかにし
ます。しっかり洗浄、頑固なヨゴレを除去します。
爽快実感ポリデント （48 錠／108 錠）
ネバつき、ニオイの原因となる入れ歯の歯垢を取り除くことで、入れ歯を爽快にします。しっかり
洗浄、頑固なヨゴレを除去します。
スモーカーズポリデント（40 錠）

入れ歯に付着した頑固なタバコのヤニを取ります。しっかり洗浄、頑固なヨゴレを除去します。

ポリデント NEO 部分入れ歯用入れ歯洗浄剤 （48 錠／108 錠）
今ある歯のことも考えた入れ歯洗浄剤。3 分で入れ歯のニオイの原因菌を除去。3 つのミント成
分配合。
ポリデント 矯正用リテーナー・マウスピース（マウスガード）用洗浄剤（48 錠 ）
研磨剤不配合だから、矯正用リテーナー・マウスピースを傷つけずに洗浄。不衛生な矯正用リテ

製品特徴

ーナー、マウスピースにはカビの一種やニオイの原因菌が繁殖。強力除菌効果でこれらを 5 分で
99.9%除菌※2 します。漂白活性化剤テトラアセチルエチレンジアミン（TAED）配合により漂白剤
を活性化。漂白効果を高めます。

製品名

ポリデント泡のハミガキ

入れ歯を泡でブラッシングする新しいタイプの入れ歯洗浄剤です。ニオイの原因菌を 60 秒で
製品特徴

99.9％除菌※2。研磨剤無配合なので、入れ歯を傷つけにくいです。入れ歯だけでなく、マウスピ
ースやマウスガード、矯正用リテーナーなどの洗浄にもご利用いただけます。

製品名

ポリデント入れ歯の歯みがき
ガンコなタバコ汚れ、茶渋、黄ばみを徹底的に取る、入れ歯用歯みがきです。

製品特徴

入れ歯にやさしく、ガンコな汚れ ※3 を除去します。すぐれた除菌効果で、ニオイの原因となる細
菌を除菌します。使いやすいジェルタイプ。部分入れ歯にも総入れ歯にも使えます。
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ポリデント入れ歯の歯ブラシ

製品名

入れ歯のために開発された専用歯ブラシ。2 種類のブラシで入れ歯を効果的にみがきます。
＜入れ歯の広い部分に山切りカットで歯と歯の間にもピッタリ／ドーム（丸型）カットでくぼんだ部

製品特徴

分にもよく届く＞
ポリデントカップ

製品名

入れ歯洗浄剤「ポリデント」で入れ歯を洗浄・保管するための専用容器です。「ポリデント」で入れ
歯を洗浄するのに適した形状です。洗浄成分が入れ歯のすみずみまでゆきわたるよう設計され
製品特徴

ています。錠剤は入っておりません。
＜便利な水切りトレイ付／手に洗浄液がつきにくいように設計／上下の入れ歯を同時に浸せる
大きさ／フタ付きで、衛生的に入れ歯を洗浄・保管＞
ポリデント 薬用デンタルリンス

製品名

有効成分 CPC（塩化セチルピリジニウム）と有効成分 GK2（グリチルリチン酸ジカリウム）を配合
製品特徴

した液体ハミガキです。口臭や歯周病 ※を予防し、残存歯と歯グキを健康に保ちます。しっとりと
した使用感です。アルコールを配合していません。
医薬部外品

新ポリグリップ トータルプロテクション (40g／75g)

製品名

（管理医療機器 認証番号：225ABBZX00134000） ＜販売名：新ポリグリップ Si＞
残存歯や歯ぐきの健康を考えた、クリームタイプ。色素・香料・防腐剤無添加。

製品特徴

※亜鉛は含まれておりません
新ポリグリップＳ (40g／75g)

製品名

（管理医療機器 認証番号：220ABBZX00215000） ＜販売名：新ポリグリップ Sg＞
噛んでもずれにくいクリームタイプ。お口さわやかミント味。

製品特徴

※亜鉛は含まれておりません
新ポリグリップ無添加 (20g／40g／75g)

製品名

製品特徴

（管理医療機器 認証番号：20900BZY00112000） ＜販売名：新ポリグリップ Sa＞
噛んでもずれにくいクリームタイプ。色素・香料無添加。
※亜鉛は含まれておりません
新ポリグリップＶ (40g／75g)

製品名

（管理医療機器 認証番号：222ABBZX00167000） ＜販売名：新ポリグリップ Sh＞
噛んでもずれにくいクリームタイプ。色素・香料無添加。ビタミン E 酢酸エステル※4 配合。

製品特徴

※亜鉛は含まれておりません
ポリグリップパウダー無添加

製品名

製品特徴
※1

※歯周病（歯肉炎、歯周炎の総称）。

（管理医療機器 認証番号：21700BZY00602000） ＜販売名：ポリグリップパウダーFa＞
噛んでもずれにくい粉末タイプ。目詰まりしにくく、振りかけやすい容器で、使い方も簡単。色素・
香料無添加。

入れ歯・義歯

※2

GSK 調べ

※3

ステインやタバコのヤニなど

※4

製品の抗酸化剤

●ご使用の際は、製品に記載されている“使用上の注意”または“製品の「説明文書」”をよく読んでお使いください。

製造販売元：
発売元：
販売先：
希望小売価格：
製品サイト：

グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社
アース製薬株式会社
全国の薬局・薬店、スーパー、ホームセンターなど
オープン価格
https://www.mydenturecare.com/ja-jp/
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