
トゥーサップ Toothup

輝く笑顔とすこやかな

毎日のために

白く輝く歯とひきしまった歯ぐき、

そして爽やかな息は、清潔感のある美しい笑顔をつくります。

また、毎日の食事を美味しくいただき、

すこやかな身体を育むためにも欠かせません。

お口の「美と健康」を科学したトゥーサップシリーズで、

効果的な口内ケア習慣を始めましょう。



お口の「美と健康」を科学した
トゥーサップシリーズ

口内トラブルというとまず虫歯を思い浮かべがちですが、
エチケットが重要視される今、爽やかな息や口内の清潔も口内ケアの重要なポイントです。
しかし現状では、ほとんどの人が毎日歯みがきをしていながら成人の80％以上が歯周病に
なっているといわれ、また、好感度に大きく関わる口臭の自覚がある人も多いといわれています。
毎日歯みがきをしているのに、口内トラブルがなくならないのはどうしてでしょう？
それは、口内の食物や粘膜のカス、歯周ポケットや奥歯の溝などにひそむ歯垢をきちんと
除去できていないからです。
トゥーサップはこの問題点に着目し、口臭予防、虫歯予防、歯垢除去能力を考えたマウスケア・
デンタルケアシリーズです。

各種茶エキス配合の歯みがき＆
Ｗ毛先構造の歯ブラシとの相乗効果で、
気になる口臭と虫歯を予防し、
歯の健康をまもる「口内ケア習慣」を
始めましょう。



ニオイの原因にアプローチする
成分を配合し、総合的に口臭ケア

「トゥーサップS 液体歯ミガキ」は、一般的なマウスウォッシュ
とは違い、汚れが見えるタイプのトゥースウォッシュです。
茶葉エキス※1をはじめとした成分が、
口臭の原因である食物のカスや口内の
渇き、舌の汚れなどをケアして爽やかな
口内を保ちます。

歯みがきをする前に、キャップに適量（10～20mL）を注ぎ、
口に含んで口内に洗浄液がいきわたるよう、約20～30秒程
すすいでから吐き出します。使用後はキャップを水ですすぎ、
水分を拭き取ってきちんと閉めてください。

使用方法

ニオイの原因となる
汚れを“見える化”する
トゥースウォッシュ

液体歯みがき

口内の
ドライ感ケア
 保湿成分※2

配合

口内の
健康

口臭ケア

細めの歯ブラシの毛先

汚れが残っている

汚れ

茶葉エキス※1に含まれるカテキン
が口腔内のたんぱく質と結合し、
汚れとニオイ菌を吸着。

表面の汚れは落とせても、
歯ブラシだけでは届かないところの
汚れ（たんぱく質）は残ってしまう！

カテキン

ニオイは口内の細菌がたんぱく質を分解する時に発生します。
茶葉エキス※1に含まれるカテキンが、たんぱく質の汚れと結合し
固めて、その他のケア成分との相乗効果で総合的にニオイを除去します。

茶葉エキス※1で固めてお口スッキリ！

※1 チャ葉エキス（保湿剤） ※2 カミツレ花エキス（保湿剤）、水溶性コラーゲン（保湿剤）、ヒアルロン酸Na（保湿剤） ＊カスの出方には個人差があります。

茶葉エキス※1

20mL
（フタ1杯分）

10mL
（フタ内部の線まで）

使用するとこのようにカスが出ます。＊

液体歯ミガキの
色味

過度な
刺激を抑えた

ハーブ系ミントの
香味です。　　 



植物のチカラにより、
スッキリ口内を実現。

植物成分を
バランスよく配合

虫歯予防と消臭効果の「Ｗ茶エキス」を配合。
有効成分のグリチルリチン酸ジカリウムが
歯ぐきの炎症を抑え、植物エキスによるスッキリ口内で爽やかさアップ。
泡立ちをセーブし、ブラッシング効果を高める処方です

虫歯や口臭を防ぐだけでなく、
歯肉炎や歯周病の
予防ができる薬用歯みがき

ノバラエキス※5

（カニナバラ果実エキス）
クチナシエキス※4

フラボノイド・アミノ酸などを含み、高い消臭効果のある「緑茶抽出エキス※1」
と、茶葉を加熱分解して消臭効果をさらに高めた「茶乾留液※2」をダブル配合。
口内を浄化し、爽やかに。

W茶エキスで、パワフルに口臭予防
ダブル

コスメティック感覚の自然派薬用歯みがき

アロエエキス※3

（アロエベラ葉エキス）

●虫歯予防
●歯を白く、口中の浄化
●口臭の防止

●口中を爽快にする
●歯肉炎の予防
●歯周炎（歯槽膿漏）の予防

効能・効果

オリジナル効果 虫歯の予防 口臭予防 美容

ペースト状歯みがき

※1 チャエキス（湿潤剤） ※2 チャ乾留液（湿潤剤） ※3 アロエエキス（湿潤剤） ※4 クチナシエキス（湿潤剤） ※5 ノバラエキス（湿潤剤）

W茶エキス
緑茶抽出エキス※1

＋茶乾留液※2（ （

茶乾留液※2緑茶抽出エキス※1

過度な
刺激を抑えた

ハーブ系ミントの
香味です。　　 



「超極細毛」と「エッジ加工毛」、
長短 2種類の毛先により、
歯周ポケットや歯溝・噛み
合わせの歯垢や汚れなどを
しっかり取り除きます。

超極細毛

細く長い毛先が
歯周ポケットや奥
歯の細かい溝に入
り込み、歯垢をか
きだします。

コンパクトヘッド・スリムロングネック

先端2列強化

ダブル植毛・段差付き

操作性の高いストッパー付き
ストレートハンドル

先端２列強化、長短２種類の
W毛先構造で、歯垢をしっかり除去。
ダブル

超極細毛 & エッジ加工毛

刷掃効果と操作性、
歯周病予防効果を
科学してつくった歯ブラシ

●コンパクトヘッド
●スリムロングネック
●ストレートハンドル

操作性

●先端部２列強化
●超極細毛

毛先は
ダブル構造
段差付き

歯周病予防刷掃力

◎毛先が開いたらお取り替え時期です。

歯周ポケットの汚れも
しっかり除去

いつも清潔で、
白く美しく健康な歯に！

エッジ加工毛

超
極細毛

歯肉

歯周ポケット

歯垢（プラーク）

エッジ加工毛

毛先の両端をやさ
しくカット。毛先
が歯の表面や噛
み合わせにこびり
ついた歯垢をみが
き取ります。

先端2列強化

先端の毛を強化
することで、ブラ
シの届きにくい奥
歯や歯の裏の刷
掃効果をアップ。

歯ブラシ4本セット



記載事項の無断使用を禁ず。 XAW 00321 1500（J）6591

〒107-0062 東京都港区南青山5-4-27 BARBIZON104 5F  Tel .03-6822-3570（代）

0120-039-198 受付時間9：00～18：00（土・日・祝日は除く）ご相談・お問い合わせは

【現金返済保証制度】飲食料品・一部商品を除き、現金返済保証制度を設けております。返品または交換を承りますので、お求めになった
ライフクリエーターにお申し出ください。

お客様相談室

ホームページ

エックスワン商品とライフスタイルをご提案するホームページです。 www.x-one.co.jp

（500ｍＬ）
本体価格 4,285円
（税込み価格 4,713円）

トゥーサップＳ 液体歯ミガキ

商品番号 591

（500ｍＬ×6本入）
本体価格 14,145円
（税込み価格 15,559円）

商品番号 254

（500ｍＬ×4本入）
本体価格 11,145円
（税込み価格 12,259円）

商品番号 252

（500ｍＬ×10本入）
本体価格 17,145円
（税込み価格 18,859円）

商品番号 256

トゥーサップＳ 歯ブラシ
（4本〈黄・赤・青・緑〉+キャップ1個）
本体価格 各1,280円
（税込み価格 各1,408円）

商品番号 565 かため（h）

商品番号 566 ふつう（m）

トゥーサップ 
薬用歯みがき MD
　　　　　  （150g）
本体価格 1,140円
（税込み価格 1,254円）
商品番号 564

医薬部外品

トゥーサップＳ
液体歯ミガキ

トゥーサップ
薬用歯みがき ＭＤ

液体
歯ミガキ

タイプ商品名 主な配合成分目的

・チャ葉エキス………保湿剤
・キシリトール………保湿剤
・パンテノール………保湿剤
・水溶性コラーゲン…保湿剤

・シャクヤク根エキス…保湿剤
・アロエベラ葉エキス…保湿剤
・カミツレ花エキス……保湿剤
・ヒアルロン酸Ｎａ……保湿剤

・口中を清潔に保つ
・口臭を防ぐ

香調

ペースト状
歯ミガキ

・虫歯予防
・歯を白く、口中の浄化
・口臭の防止
・口中を爽快にする
・歯肉炎の予防
・歯周病の予防

ハーブ系
ミント

ハーブ系
ミント

●トゥーサップシリーズ主な配合成分

・（有効成分）グリチルリチン酸ジカリウム
・（有効成分）塩化セチルピリジニウム
・チャエキス……湿潤剤　　　 ・アロエエキス……湿潤剤
・チャ乾留液……湿潤剤　　 　・クチナシエキス…湿潤剤
・ノバラエキス…湿潤剤
・歯磨用リン酸水素カルシウム…清掃剤

歯みがき前に使用 いつも通りに歯みがき●使用順


