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開催告知  

　当社では、 小学生のお子さんを対象に、 歯みがき習慣や健康な歯の大切さを知っていただく夏休み学習イベントを

2016 年より行って参りました。 ５回目となる今回は、 昨年度に引き続き、 歯の構造を立体的に学べる 『飛び出す歯の

模型絵本』 の工作や、 顕微鏡を用いて自分のお口の菌観察を実施。 保護者の方にもオーラルケアに関するクロス

ワードパズルをご用意し、 親子揃って歯の構造やむし歯のメカニズムを学んでいただける内容となっています。

夏休みの宿題はこれで決まり！

「自由研究は歯のふしぎ！作って学べる歯が命教室」 開催

京都 ７月 24 日～ 25 日／東京 ７月 30 日～８月１日

 ●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：86 名 

   https://www.sangi-co.com   

　美白歯みがき剤 「アパガード」 の開発 ・ 発売元の株式会社サンギは、 一般社団法人日本能率協会が主催する

夏休みイベント 「夏休み 2019 宿題★自由研究大作戦」 にサポーターとして出展。 京都と東京の２会場 （７月 24 日～

25 日 ： みやこめっせ、 ７月 30 日～８月１日 ： TRC 東京流通センター） で 「自由研究は歯のふしぎ！作って学べる

歯が命教室」 と題して、 歯の仕組みについて学べるワークショップを開催します。 　　　　　　　　

  
 

   

 

●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 時～17 時）

 

 

 

 

 

2019 年 2 月吉日 Press Release No.2018-23 製品情報 

日頃のご愛顧への感謝を込めて アパガードシリーズ中、 人気の３商品を 10% 増量 2019 年２月中旬より、 合計 40 万本を限定発売 

●報道各位からのお問合せ先 マーケティング本部 広報担当 E-mail ： sangipr@sangi-j.co.jp   TEL ： 03-3543-2600 FAX ： 03-3543-3651 

◆「自由研究は歯のふしぎ！作って学べる歯が命教室」 概要

【日時】  京都　7 月 24 日 （水） ～ 25 日 （木）      9 ： 00 ～ 16 ： 00

           東京　7 月 30 日 （火） ～ 8 月 1 日 （木） 9 ： 00 ～ 16 ： 00

【会場】 京都　みやこめっせ （京都市左京区岡崎成勝寺町 9 番地の 1）

　　　　　 東京　TRC 東京流通センター （東京都大田区平和島 6-1-1）

【対象】 小学２年生～５年生のお子様および保護者

【参加費】 500 円 （税込）　　【参加方法】 当日受付 （※会場入場は登録が必要）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【特典】 アパガードアパキッズ （60ｇ） 現品、 アパガードプレミオ （20g） とアパガードディープケア （7ml） のサンプル BOX をプレゼント

　この他にも当社は、 歯の健康をテーマにしたシンポジウムや、 健康的で美しい歯を持ち自身の活動や生き方におい

ても輝いている方を表彰する 「歯が命アワード」 を、 ８月１日 「歯が命の日」 前後で実施しています。

これら一連の企画を通して、 「健康で美しい歯の大切さ」 を改めて考える機会にしていただければと存じます。

 ▲昨年度の様子 
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◆歯が命の日施策

・ 歯が命アワード 2019

健康的で美しい歯をもち、 自身の活動や生き方においても輝いている著名人を表彰します。 第５回目となる今年

度は、 丸の内ビルディング１階のオープンスペース ・ マルキューブにて、 7 月 31 日 （水） に開催します。

・ 日経セミナー　オーラルシンポジウム

日本経済新聞社イベント ・ 企画ユニットが 7 月 24 日 ( 水 ) に主催する、 丸の内キャリア塾スペシャルセミナー

「今から始めよう！ヘルス＆ビューティーケアの新常識～予防歯科と予防医学から学ぶアンチエイジング～」 と

題した一般向けのセミナーに協賛いたします。 本シンポジウムの様子は、 8 月 1 日 （木） の日本経済新聞朝刊

全国版および 「歯が命の日」 特設 WEB サイトに掲載予定です。

・ 「歯が命の日」 特設ＷＥＢサイト

「歯が命の日」 関連イベントの詳細は、 こちらからご覧いただけます。 様々な活動を通し、 「健康的で美しい歯の

大切さ」 を伝えて参ります。 【歯が命の日特設 WEB サイト ： https://www.hagainochi.com/　】

一般社団法人日本能率協会主催の 「夏休み 2019 宿題★自由研究大作戦」 は小学生のいるファミリーに向けた

学習 ・ 体験イベントです。 企業や団体などが、 モノづくり体験やお仕事体験等の学習プログラムを提供し、 夏休みの

宿題や自由研究に役立てていただくことを目的としています。

入場無料 （登録制） となっており、 ご入場には小学生の保護者による入場登録が必要です。

登録には、 個人のメールアドレスと、 スマホ （タブレット） や PC からの入力が必要になります。

入場前に登録のうえ、 会場受付にお越しください。

　【登録はこちらから ： https://www.jma.or.jp/wakuwaku/ （7 月上旬より）】

※「自由研究は歯のふしぎ！作って学べる歯が命教室」 は参加費 500 円 （税込） となります。

 8月 1日は歯が命の日 
自信をもって大きく笑えること、 

自分の歯でいつまでも楽しくお食事ができること、 

歯とお口の健康を守る、その大切さを改めて考える 

“誰にとっても歯が命” 
 「歯が命の日」は、独自のむし歯予防成分「薬用ハイドロキシアパタイト」配合歯みがき剤の開発・販売元である株式会社サンギが制定した記念日です。 


