ト

りました︒

ました︒それから研究を重ね︑ 年に

がき剤に配合するアイデアを思いつき

であるハイドロキシアパタイトを歯み

治さん︶が︑リン酸カルシウムの一種

術に着目した主人︵現会長 佐久間周

る研究を進めていました︒その特許技

酸カルシウムを充てん剤として使用す

の中をすっきりさせます︒二つ目は︑

し歯の原因となる歯垢を吸着除去︑口

します︒最大の特長は三つ︒まず︑む

ヘイマン 歯と
 ほぼ同じ成分を補給す
ることで︑むし歯を予防し歯を丈夫に

う効果を得られますか︒

市川 薬用
 ハイドロキシアパタイト配
合の歯みがき剤を使用すると︑どうい

傾くとむし歯になりやすくなります︒

が︑口の中のバランスが崩れ︑脱灰に

ミネラル補給により再石灰化されます

す役割をしています︒一般的に唾液の

いますね︒

のはエチケットの一環であると捉えて

一つは美意識の違い︒歯を清潔に保つ

費を払わないようにするためと︑もう

のために行きます︒理由は高額な治療

市川 日本
 はむし歯になってから歯医
者さんに行くことが多いですが︑アメ

まれていましたね︒オーラルケアの違

ん︒市川さんは幼少の頃アメリカに住

ヘイマン 口は
 体全体の入口ですから︑
清潔さを保つに越したことはありませ

よくなります︒

ました︒

たところ﹁口腔内の清潔感を長く感じ

「

市川 薬用
 ハイドロキシアパタイトは︑
どのような成分なのですか︒

歯の表面の目に見えない傷を埋めて︑

薬用成分として旧厚生省から認可が下

リカは逆でむし歯にならないよう予防

一般的に知られていないのですが︑む

石灰化します︒

むし歯︵むし歯一歩手間の状態︶を再

溶け出したミネラルを補給して︑初期

市川 サン
 ギさんは海外でもビジネス
を展開されているとお聞きしました︒

ます︒

で歯を守らなくてはという意識が働き

ていますね︒保険制度のない国は自分

置くか︑その国の医療制度にも関係し
し歯はエナメル質からミネラルが溶け

市川 本来
 ヒトが持つ力を手助けする
ということですね︒

ヘイマン ロシ
 ア︑カナダ⁝いま ヵ
国で販売しています︒一昨年ＥＵ圏の

ヘイマン 歯垢
 中の菌が出す酸や炭酸
飲料︑酸性の食品によって︑少しずつ

た﹂が ％と︑嬉しい回答をいただき

ヘイマン 歯や
 骨の主成分をハイドロ
キシアパタイトと呼びます︒歯の表面

いで気づいたことはありますか︒

のエナメル質の ％︑その内部の象牙
質の ％がこの成分でできています︒

出した
︵脱灰︶
状態からはじまります︒

ヘイマン そう
 ですね︒当時は歯にミ
ネラルを補給するという概念がなかっ

拠点としてドイツに子会社を作りまし

市川 えっ
 ︑溶けてしまう

表面のエナメル質が溶けてしまいます︒

たので︑なかなか認知されませんでし

インやタンニンが含まれていますから︒

層︶を着色させます︒紅茶にもカフェ

ヘイマン コー
 ヒーなどに含まれるカ
フェインは︑歯を覆う被膜︵ぺリクル

ています︒

た後はすぐに水で口をゆすぐようにし

いようストローで飲み︑カレーを食べ

配っています︒コーヒーは歯に付かな

市川 基本
 の歯みがきやフロス以外で
すと︑歯に着色しやすい食物には気を

ルケアをしていますか︒

た︒市川さんは普段どのようなオーラ

自然治癒として︑唾液が歯の成分を戻

くくします︒三つ目はエナメル質から

ヘイマン 予防
 と治療どちらに比重を

ガードプレミオを３週間試してもらっ

た︒ドイツの働く女性８３８人にアパ

よくわかるMOVIEはこちら

市川 私も
 気に入って︑スッキリ感を
すぐに実感できました︒効果的な使い

方などあれば教えてください︒

ヘイマン 一つ
 ひとつの歯に成分が行
き届くように︑やさしいブラッシング

を心がけてください︒健康で美しい歯

を保つことにつながります︒市川さん

にとって﹁美しい歯﹂とは何ですか︒

市川 歯を
 矯正していた幼少の頃︑笑
うことがあまり好きではありませんで

した︒オーラルケアが好きになってか

ら︑自信につながりよく笑うようにな

りました︒歯の美しさは自信や健康に

比例するもの︒健康長寿にも関わって

きますね︒

ヘイマン 私は
 歯並びを気にしないん
ですね︒その人の個性︑特徴なのでか

わいらしいです︒笑顔はその人の内面

があらわれます︒笑顔からのぞく清潔

感のある白い歯はとても印象的で︑輝

かしいですね︒

〒104-8440
東京都中央区築地3-11-6
TEL：03-3545-6000
https://www.sangi-co.com
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発売から40周年。エナメル質を修復＊
する独自の有効成分
「薬用ハイドロキシ
アパタイト」
を配合。むし歯だけでなく、
口臭、歯肉炎、歯周炎を予防し、歯と
歯ぐきの健康をトータルにサポートする
／容量：120ｇ 2,000 円、60ｇ1,200
円、販売名：サンギαFT3
www.apadent.jp

株式会社サンギ 代表取締役社長

薬用ハイドロキシアパタイトとは？

の日」特設サ
イ

滑らかにし︑歯垢や着色汚れをつきに

をマッサージすると血色が目に見えて

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。

年代に
「芸能人は歯が命」
のＣＭで一躍有名と
なったサンギは、きょう８月１日を「歯が命の
日」と定め、健康的で美しい歯の大切さを改め
て考える機会としている。
モデルの市川紗椰さ
んとサンギ代表取締役社長ロズリン・ヘイマン
さんが歯の美しさ、
大切さについて語り合った。

むし歯の原因となる歯垢を
吸着除去、お口をすっきり。

です︒みがいた分艶も出るし︑歯ぐき

むし歯予防成分 薬用ハイドロキシアパタイト
〈ｍHAP〉3つの 作用 ［イメージ図］

▶アパデントトータルケア

● Roslyn Haymanオーストラリア生まれ。豪州メルボルン大学、仏国ニ
ース大学卒業。 年から日本に留学し、 年東京大学大学院 言
( 語学専攻・
文学修士 修
) 了。麻布大学で獣医学を学び、 年に日本の獣医師免許を取
得した。 年から在豪日本大使館に勤務後、再来日し、通信記者、証券会
社での証券アナリストなどを経て、 年サンギ入社。経営コンサルタント、
ブランド管理室長、経営企画室長、代表取締役副社長を経て現職。

健やかで美しい歯を
保つために

ヘイマン
年
 代︑アメリカのＮＡＳ
Ａは︑無重力の影響下で宇宙飛行士の

ています︒誕生のきっかけは？

市川 サン
 ギさんの歯みがき剤は﹁ア
パガード﹂や﹁アパデント﹂が知られ

たいと考えています︒

健康を見直すきっかけにしていただき

一年に一度︑歯の大切さ︑お口の中の

までも楽しく食事をしたいですよね︒

ヘイマン ﹁人 生１００年時代﹂と言わ
れていますが︑誰でも自分の歯でいつ

市川 ﹁歯 が命の日﹂にはどのような思
いが込められていますか︒

90

歯や骨がもろくなる対策として︑リン

70

が命

市川 でも
 ︑我慢はしたくないので︑
食後のケアをしっかりやります︒歯み

※歯みがき剤は全て医薬部外品・薬用歯みがき剤、価格は税抜参考価格

93

さん

さん

99

77

●いちかわ・さや 愛知県名古屋市生まれ。アメリカ人の父と日本人の母
を持ち、 歳から 歳までアメリカで育つ。 歳でスカウトされ、雑誌の
専属モデルとしてデビュー。多数のファッション誌でレギュラーモデルと
して活躍。モデル以外にも、テレビや広告に出演。音楽・読書・アニメ・
鉄道・相撲と趣味は幅広く、その博識ぶりから雑誌連載を持つなど、さま
ざまな分野のカルチャーに精通している。

歯の美しさは
内面の美しさ

モデル

市川紗椰

99

16

歯

がきはきちんと応えてくれるから好き

歯みがき剤は構成成分で選ぶ

!?

72

14

88

シリーズ発売 35 周年。
「薬用ハイド
ロキシアパタイト」
を高配合
（スタンダー
ド商品比）
したプレミアムタイプ。歯本
来の自然な白さ・美しさへ導く美白歯み
がき剤として、数々のビューティーアワ
ード受賞。ブランドの中で最も人気のア
イテム／容量：100ｇ1,480 円、50ｇ
830円、販売名：サンギXLC2
www.apagard.com

97

77

4

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。

◀アパガードプレミオ

70

ロズリン・
ヘイマン

企画・制作
毎日新聞社営業総本部

広告

