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コロコロブラシ公式ムービー

コロコロブラシの
機能性や効能を詳しく解説

ムービーはコチラ
非常識なほど

効果的な

ローラー型歯ブラシ



ONESTOP ORAL CARE

歯にあてて転がす、という新しい歯
磨き習慣をあなたに。歯肉炎、歯槽
膿漏、口臭予防・改善をはじめ、歯ぐ
きへのマッサージ作用によるリラック
ス、ダイエットなどの美容効果。また、
免疫力の向上や血圧の安定作用も
実証されています。すこやかな人生
をささえるワンストップ・オーラルケア
が、ここからはじまります。

歯周病

美容 健康

02 03

結果を出す
ワンストップ・
オーラルケア
コロコロブラシ一本で、あなたの一生を前向きにしたい。
歯に、口に、心に、体に。よりよい結果を実感してください。

口腔
歯科学会
発表商品

効果効能
臨床
実証済



04 05

Onestop oral care.1

□歯肉炎  □歯槽膿漏  □口臭

歯周病

口内を転がすコロコロブラシには、歯ぐきの血行をよくするマッサージ作用が備わっています。
歯ぐきを引き締め、すこやかな状態へ導き、歯周病の予防と改善に効果を発揮します。

歯肉炎改善に“転がす”という選択を

細菌レベルの安定が
口臭の予防・改善に

やさしくあててマッサージできるため、歯ぐきを傷つけることなくきれいなピンク色
に戻すことを可能にします。ご使用いただいている多くの方が、わずか約1週間
で歯ぐきが引き締まることを実感しています。

約7日で歯ぐきの引き締まりを実感

6ヶ月後、歯ぐき全体が
引き締まって若返った。

うっすらと
舌苔がついている
正常な舌になりました。

使用3日目、○部の膨張は
ほとんど減退している。

歯周病急性発作で
○部が膨張している。

舌の表面に白いコケのように付着する
舌苔（ぜったい）。うっすらと舌について
いる程度は必要ですが、舌苔が厚くなる
と口臭の原因に。コロコロブラシで歯と
歯ぐきの上を転がせば、口内の細菌レ
ベルが安定し、おのずと舌苔が減少しま
す。舌の上にも転がしながら、口臭の予
防・改善にぜひご活用ください。

使用前 3日目 6ヶ月後

使用前

使用後

Before After

※イラストはイメージです
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□免疫力の向上  □血圧の安定作用

歯本来の白さに戻し
健康的な笑顔へ

生まれもった歯の白さに近づけ、
あなたの笑顔をもっと美しく。タバ
コのヤニ、お茶、コーヒー、ワイン
などステインと呼ばれる色素沈着
にも効果的です。口腔衛生学会
で、その審美効果も発表されてい
ます。

心と体に
うれしい効果を

アルファ波
ベータ波
シータ波
ファースト・アルファ
ミッド・アルファ
スロー・アルファ

コロコロブラシで歯ぐきをマッサー
ジすると、脳のα波が増え、血圧
や精神が安定するという実証
データも。癒し、リラックス、ダイ
エット効果も期待できます。

唾液の分泌を促進

歯ぐきへのブラッシングと、ヘッド
外側によるほっぺの内側への
マッサージ作用が、舌下腺を刺
激し唾液の分泌を促進します。
唾液成分の殺菌作用により、虫
歯予防、歯周病予防、口臭防止
に効果があります。

Onestop oral care.2

□美白効果  □癒し効果  □リラックス効果  □ダイエット効果

美容
Onestop oral care.3

健康

使用前 血液改善

コロコロブラシの使用により歯ぐ
きの血流がよくなることで、血糖
値や血圧の改善にも期待できま
す。慢性的な高血圧の方に使用
していただいた際には、大幅な改
善もみられました。

唾液量と口内細菌数の関係

口内細菌数

唾液量
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2
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ブラッシングによるリラックス効果
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3ヶ月後
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360度回転ローラーヘッド

世界初「パーソナル・スピン・ディスクテクノロジー」を
搭載。直径約17.5mm、約650本のナイロンの毛を
放射線状に超音波溶着したブラシディスク。これを14
枚重ね合わせた特許製法の丸いブラシが歯面を転が
ることで、歯垢を剥がし、吸着し、除去します。

9,000本以上の
毛先

臨床結果を
歯科学会で発表

資料はコチラ

コロコロブラシなら従来歯ブラシの

約10倍の毛先が歯にフィット
続けるほどに口内疾患のお悩みを解決します

9,000本以上の柔らかでコシのあ
る毛先。その数はなんと、通常の歯
ブラシの約10倍。歯間に無理なく
フィットし、歯ぐきにもほどよい刺激
を与えます。

FUNCTIONALITY 機能性

POINT.1

POINT.2

握りやすい
ハンドル

人間工学にもとづいた握りやすい
ユニバーサルデザイン。鉛筆を持
つようにグリップを持ち、力を入れず
にコロコロ転がすだけで大きな効
果が得られます。

POINT.3

軽く
転がすだけ

歯にあて30往復、軽く転がすだけ
で歯垢除去率約90%を達成。歯
の表面、歯間、歯ぐき、舌の上ま
でトータルオーラルケアを可能に
します。

※コンセプト・形状の類似した商品が他社より販売
されておりますが、当社製造のコロコロブラシとは一
切関係ございません。ご購入の際はご注意ください。

POINT.4

技術特許取得

コロコロブラシは、360度ブラシとし
ての製造方法および製造装置に
おける基本特許を取得し、開発製
造されている唯一の歯ブラシです。

POINT.5

特許第3981290号
特許第4037653号
特許第4037739号
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従来の歯ブラシにはない圧巻の歯垢除去力
歯にあてコロコロ30往復で

ブラッシング後、ぜひ歯の表面を指で
さわってみてください。「キュッ！キュッ！」
と、おどろくほどつるつるになっている
ことでしょう。実際にコロコロブラシを
使用している多くの方に、歯のつるつ
るを実感していただいています。

被験者：9～12歳の男児18名、女児17名の計35名。
実験方法：歯垢染色時100%歯垢付着を認めた
上顎4前歯をローラーブラシで横磨きし、
往復10回目及び30回目のそれぞれについて歯垢残留を照合。

20回
みがき

30回
みがき

歯垢
染色

キュッ！キュッ！と
気持ちいい！
おどろくほど
歯がつるつるに

コロコロ転がって
歯垢を除去

歯ぐきのマッサージ効果

軽く転がすことで、歯の表面に振動
（超音波）が発生。これにより毛の先
端だけで汚れをはじくため、歯や歯ぐき
を傷つけることなく歯垢を除去するこ
とができます。

歯に対してヘラのように働きかけ
歯垢を強力に除去

歯にあてると毛先がひらき、歯の隙間や歯周ポケットに無
理なく行き届きます。9,000本以上もの極細毛ブラシの回
転が、歯に対してヘラでこするように作用するため、転がす
ほどに歯垢を強力に除去していきます。

面ではなく点で刺激し歯ぐきをほぐすことで、血流を
促進します。

毛先がひらいて
歯間や

歯周ポケットに届く！

毛先がひらいて
歯間や

歯周ポケットに届く！

ヘラで
こする
ような動き

ヘラで
こする
ような動き

点で
刺激
点で
刺激

USAGE & INDICATION 使い方と効能

コロコロブラシの使い方と効能

歯垢
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どんなときもお客様に喜んでいただくことが、

女優として歌手として、大切なことだと思って

おります。そして、まずは自分自身が元気でいる

こと。そのために、美容と健康には気をつけて

います。なかでも、私が重宝しているのが、コロ

コロブラシです。歯と歯ぐきの上をコロコロと転

がすだけで、歯がつるつるになって、歯ぐきも

マッサージされてとても気持ちがいいんです。

女優 松原  美穂さん

ずっと笑顔でいるために
この歯ブラシは
もう手ばなせません

私 はコロコロブラシをおすすめします

1976年生まれ。アイドルグループ・
くの一として「恋ジプシー／風のよ
うに」でCDデビュー。ドラマ「鬼平
犯科帳」「水戸黄門」や、映画「超高
速！参勤交代」など多数出演。2014
年シングル「みほの夢」を発売。特技
は柔道（初段）。趣味は日本舞踊、
ジョギング。

PROFILE

歯ぐきも引き締まる感じがします。口もとがきれ

いだと、映像でも舞台でも自信をもって演技が

できるし、なにより、いっぱいの笑顔でお客様に

お会いできるのが嬉しいです。美容と健康の

ため、これがないと一日がはじまらないですね！

これからも、たくさんの方々と笑顔で出会える

よう、コロコロブラシといっしょに走り続けたいと

思います。



14 15

正しいオーラルケアは歯磨きではありません。

「お口の中を健康できれいにする」。大切なの

は、この意識をもったお口のお掃除です。誰で

も簡単に正しいオーラルケアができる画期的

な発想のコロコロブラシ。歯はもちろん歯ぐき

や舌、ほっぺたの内側、お口の中すべての場

所をやさしくなでるだけで、唾液がしっかり出

て、健康できれいなお口へ導いてくれます。意

識を変えて、道具を変えて、すこやかな口内環

境へ。お口の中がきれいになれば、毎日がもっ

と楽しくなりますよ。

日本歯周病学会 会員

愛知学院大学歯学部
歯学科保存学第三講座
臨床研修医非常勤助手

松本歯科大学 非常勤講師

西山  左枝先生

特許第 3 9 8 1 2 9 0 号

特 許 取 得 済

毎日歯磨きしているのに、なぜ多くの人が虫歯
になってしまうのでしょうか？その原因の一つ
は、やはり通常タイプの歯ブラシにあると私た
ちは考えました。一般的な歯ブラシにはできな
かったことを、すべて叶える新しい歯ブラシが
必要。そうして誕生したのが、コロコロブラシで
す。圧倒的な歯垢除去、歯周ポケットまで届く
毛先、歯ぐきの血流をよくするマッサージ効
果、そして舌のブラッシングにも。もちろん効
果・効能は臨床済みのワンストップ・オーラル
ケアは、多くの口腔疾患に悩む方々から評価
を得ています。

歯科医師も

うなる

コロコロブラシ

商品名 コロコロブラシ

モデル Ver.2017

ブラシ仕様 ナイロン毛：9,000本以上

カラー ブルー・ピンク・イエロー・グリーン・グレー

材質
 柄：ABS樹脂（耐熱70℃）・

 毛：ナイロン（Dupon製）0.1mm

本体サイズ H17.5cm　W1.4cm　D2.5cm

商品重量 12.5g

製造国 日本

特許番号 第3981290号

意匠番号 第1549462号

BLUE PINK GREEN YELLOW GREY

Color Variation 私はコロコロブラシを
おすすめします

バイオデンタルクリニック院長

MADE IN JAPAN
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