
【サンギ 45 周年記念】 日頃のご愛顧に感謝を込めて

アパガードが数量限定で増量企画を実施！
2019 年 10 月より全国のドラッグストア等にて

　美白高機能歯みがき剤 「アパガード」 の開発 ・ 販売元である株式会社サンギは、 アパガードＭプラス （125g）、 アパガー

ドスモーキン （100g）、 アパガードプレミオ （100g）、 アパガードプレミオエクストラミント （100g） の４商品を増量し、 2019 年

10 月より数量限定発売いたします。 増量品はパッケージ上部のシールが目印です。

　サンギはおかげさまで、 今年創立 45 周年を迎えました。 これまで多くのお客様に支えていただき 45 周年を迎えられたことに

心より感謝申し上げます。 日頃のご愛顧への感謝を込めて、 価格は据置とし４商品を増量することにいたしました。 今回増量

発売するのは、 日本最大のコスメ ・ 美容の総合サイト＠cosme （アットコスメ） にて＠cosme ベストコスメアワード 2017 殿堂入り

を果たしたアパガードプレミオ、 アパガードプレミオエクストラミント、 同ベストオーラルケア第 1 位を受賞したアパガードスモー

キンの他、 スタンダードタイプのアパガード M プラスを加えたアパガードシリーズです。

　サンギ独自のむし歯予防成分 「薬用ハイドロキシアパタイト」 は歯の主成分を補うことでエナメル質を整え、 表面のミクロの傷

やミネラル欠損部を修復、 再石灰化します。 その働きによりアパガードは歯の汚れを落とすだけではなく、 白く健康な歯へ導き

ます。 （詳細は参考資料をご覧ください）

　サンギはこれからも、 「薬用ハイドロキシアパタイト」 を配合した歯みがき剤で、 歯の健康と美しさを守る商品の提案をして参

ります。

 ●株式会社サンギの会社概要 
代表取締役社長：ロズリン・ヘイマン 
設立：1974 年 9 月 
所在地：〒104-8440 東京都中央区築地 3-11-6 
資本金：9 億 156 万円   
従業員数：85 名 

  www.sangi-co.com   

 
●一般の方からのお問合せ先

　 TEL ： 0120-82-4101 （土日祝日を除く、 平日 10 ： 00 ～ 17 ： 00）

■商品概要

【品名】 アパガード M プラス／アパガードスモーキン／アパガードプレミオ／アパガードプレミオエクストラミント （医薬部外品 ・ 薬用歯みがき）

【容量】 110g （通常 100g の 10% 増量）※但し、 M プラスのみ 135g （通常 125g の 10g 増量）

【価格】 オープン （参考 M プラス ・ スモーキン ： 本体 1,280 円 〈税抜〉 ／プレミオ ・ プレミオエクストラミント ： 本体 1,480 円 〈税抜〉）

【発売】 2019 年 10 月より順次

【数量】 合計 50 万本 （M プラス ： 11 万本／スモーキン ： 12 万本／プレミオ ： 22 万本／プレミオエクストラミント ： 5 万本 ）

【販売店】 全国のドラッグストア ・ バラエティショップ ・ スーパー ・ ホームセンター等
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※）歯のエナメル質の97%、象牙質の70%は
　　ハイドロキシアパタイトからできています。

薬用ハイドロキシアパタイト〈mHAP〉の特長

歯垢を吸着除去、ナノレベルで歯の主成分 ハイドロキシアパタイトを補給し、

ミネラルが溶け出したエナメル質の欠損部を修復・再石灰化。

3つの作用でエナメル質を整えて、むし歯を予防します。

アパガード商品ラインナップ

Mプラス スモーキン プレミオ プレミオエクストラミント

ディープケア

スタンダードタイプ
ベーシックな処方で基本ケア

125g/1,280 円　60g/740 円
販売名 /サンギMPC

ステインケアタイプ
ステイン・ヤニ除去成分※1ダブル配合

100g/1,280 円　50g/740 円
販売名 /サンギMSC

プレミアムタイプ
薬用ハイドロキシアパタイト高配合※2

100g/1,480 円　50g/830 円
販売名 /サンギ XLC2

プレミアムタイプ
すっきりフレーバー

100g/1,480 円　50g/830 円
販売名 /サンギ XLC2(X)

大人の仕上げケアで歯のトリートメント
ポーション (7mL)7 個 /1,200 円　　　　　　ボトル (250mL)/2,700 円

販売名 /サンギMR

デンタルローション

トラベルセット アパキッズ

生え変わり期に
低発泡タイプ
60g/600 円

販売名 /サンギ歯みがきMKT2

携帯に便利なセット
プレミオ 20g/ ポーチ / 先細歯ブラシ

500 円
販売名 /サンギ XLC2

すべての歯みがき剤に 「薬用ハイドロキシアパタイト」 を配合しています

※1　ポリエチレングリコール ・ ポリビニルピロリドン　※2　M プラス ・ スモーキン比　全て医薬部外品、 ディープケアは薬用液体歯みがき、 その他は薬用歯みがき
●日本全国のドラッグストア、 スーパー、 ホームセンター、 アパガード公式通販 （SANGI SHOP） 等でお買い求めいただけます。 （一部取り扱いがない場合もございます）
   オープン価格のため、 記載価格は全て店頭参考価格 （税抜） です。

むし歯の原因となる歯垢を
吸着除去、お口をすっきり。

目に見えない傷を埋めて、
歯を滑らかにし、歯垢や着色
汚れをつきにくく。

エナメル質から溶け出したミネラ
ルを補給。初期むし歯（むし歯の一歩

手前の状態）を再石灰化します。

ナノ粒子薬用ハイドロキシアパタイト〈mHAP〉３つの作用　[イメージ図]


