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「L8020 乳酸菌」でお口を洗おう！ ボトル、携帯用スティック、ポーションでいつでも使える
「クチュッペ L-8020 マウスウォッシュ」 リニューアル新発売
紀陽除虫菊（本社:和歌山県海南市、代表:小久保好章）は、「L8020
乳酸菌」入りの洗口液「クチュッペ L-8020 マウスウォッシュ」をリニューアルして
2017 年 6 月 4 日”虫歯の日”に新発売します。
L8020（えるはちまるにいまる）乳酸菌とは

広島大学歯学部
二川浩樹教授

L8020 乳酸菌

「L8020 乳酸菌」は、広島大学歯学部・
二川浩樹教授が健康な歯を持つ人の口
内から発見した乳酸菌の一種です。口の
中のトラブルの原因となる汚れを効果的
に減らし、口内環境を清潔にします。

世界初 「L8020 乳酸菌」入りマウスウォッシュ
「クチュッペ L-8020 マウスウォッシュ」は広島大学歯学部との共同研究により
世界で初めて「L8020 乳酸菌」入りの洗口液として 2014 年３月 10 日に
紀陽除虫菊から発売されました。
リニューアルで「L8020 乳酸菌」の濃度をアップ
今回のリニューアルでは「L8020 乳酸菌」の濃度をアップ。より効果的にお口
の中を清潔にします。口臭もスッキリ。また L8020 菌の高濃度配合により従
来わずかに使用していた殺菌剤なしでお使いいただけるようになりました。
選べるフレーバー：爽快ミント（アルコール）、ソフトミント（ノンアルコール）
フレーバーは、爽快ミント(アルコール)、ソフトミント(ノンアル
コール)の 2 種類。スキッとした爽快感を好む方、ノンアルコ
ールのやさしい使用感を好む方、それぞれにお好みのフレー
バーをお選びいただけます。キシリトール配合（甘味剤）。
家や外で便利に使える：ボトル、スティック、ポーション
パッケージは 500ml ボトルと、携帯に便利なスティッ
ク、ポーションの 3 種類。ボトルは自宅に置いてふだ
ん使いに。スティックやポーションは外出先に携帯で
きるので便利です。1 回分の個包装なので、仕事や
面接など人と会う前にサッと使えます。３本(個)入りからお試しできます。
使い方：歯みがき後の新習慣に
使い方は、歯みがきの後、ボトル 10ml またはスティック、ポーション 1 回分を
口に含み、20～30 秒ほどすすいで吐き出します。乳酸菌を含む洗口液が
すみずみまで行きわたり、お口の中を清潔にし、口臭も予防します。
「L8020 協議会」 認定
善玉菌として知られる乳酸菌は口内の健康バランスを保つために重要です。
虫歯・歯周病になりにくい人の口内から発見された「L8020 乳酸菌」はお口
の中の細菌の集まりである「口内フローラ」を整えてくれます。紀陽除虫菊は
「L8020 協議会」の会員として、「L8020 乳酸菌」を使用した認定商品の普及に努めています。 ＞＞商品詳細は次ページ
＜お問い合わせ＞ ●一般のお客様： 紀陽除虫菊（株）本社 TEL.073-492-0010 和歌山県海南市下津町上 1135
[ホームページ] http://kiyou-jochugiku.co.jp

[Facebook] https://www.facebook.com/kokubopress

●メディア関係者様： 紀陽除虫菊（株）東京営業所 （広報／大田） TEL.03-5205-1811 メール: press@kokubo.co.jp
東京都中央区日本橋 2-3-6 日土地日本橋ビル 8F

※メディア様向け取材、写真、サンプルのご提供を承ります。
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◎「L-8020 乳酸菌」入りのマウスウォッシュ
◎広島大学歯学部との共同研究により 2014 年
に世界初の「L8020 乳酸菌」入りマウスウォッ
シュとして紀陽除虫菊より発売
◎「L8020 乳酸菌」の濃度をアップしてリニューアル
◎乳酸菌パワーでお口の汚れを洗浄し、スッキリ
◎口臭を予防し、クリアな息に
◎選べるフレーバー２種類：爽快ミント（アルコー
ル）、ソフトミント（ノンアルコール）
◎ボトル、スティック、ポーションの３種類
◎スティック、ポーションは携帯できるので、外出先
でいつでも使えて便利
「クチュッペ L-8020 マウスウォッシュ」 2017 年 6 月 4 日リニューアル新発売

◎紀陽除虫菊は「L8020 協議会」会員

新パッケージ、新 POP をドラッグストア、ホームセンター、バラエティショップなどで展開予定

◎「L8020 協議会」認定商品

クチュッペ L-8020 マウスウォッシュ
ボトル
クチュッペ L-8020
マウスウォッシュ 爽快
ミント（アルコール）

クチュッペ L-8020
マウスウォッシュ ソフト
ミント(ノンアルコール)

スティック

ポーション

クチュッペ L-8020
マウスウォッシュ 爽快
ミント（アルコール）

クチュッペ L-8020
マウスウォッシュ ソフト
ミント(ノンアルコール)

クチュッペ L-8020
マウスウォッシュ 爽快
ミント（アルコール）

クチュッペ L-8020
マウスウォッシュ ソフト
ミント(ノンアルコール)

スティック 3 本入

スティック 3 本入

ポーション 3 個入

ポーション 3 個入

オープン価格 （参考価格 税別 195 円 税込 211 円）

爽快ミントは、アルコー

ソフトミントは、ピリピリ

ル入りでスキッとした使

しないノンアルコールタ

用感を好む方に

イプ（低刺激）
スティック 22 本入

容量：500mL
オープン価格（参考価格 各 税別 1,200 円

スティック 22 本入

ポーション 22 個入

ポーション 22 個入

オープン価格 （参考価格 税別 1,000 円 税込 1,080 円）

税込 1,296 円）

「Ｌ8020 協議会」 認定商品
http://www.campusmedico.jp/l8020/
conference
スティック 100 本入

スティック 100 本入

ポーション 100 個入

ポーション 100 個入

オープン価格 （参考価格 税別 4,500 円 税込 4,860 円）

発売元：紀陽除虫菊（株） リニューアル発売日：2017 年６月 4 日 （オリジナル発売日：2014 年 3 月 10 日）
MADE IN JAPAN
＞＞[紀陽除虫菊] 先行発売中 http://kiyou-jochugiku.co.jp/kenkou/dental_caring
＜お問い合わせ＞ ●一般のお客様： 紀陽除虫菊（株）本社 TEL.073-492-0010 和歌山県海南市下津町上 1135
[ホームページ] http://kiyou-jochugiku.co.jp

[Facebook] https://www.facebook.com/kokubopress

●メディア関係者様： 紀陽除虫菊（株）東京営業所 （広報／大田） TEL.03-5205-1811 メール: press@kokubo.co.jp
東京都中央区日本橋 2-3-6 日土地日本橋ビル 8F

※メディア様向け取材、写真、サンプルのご提供を承ります。

