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報道関係各位 

2022年 9月 15日 

 

世界の歯科医推奨率 No.1 ブランド※1『Oral-B by Braun』 

 発売後約１年半で世界の 250 万人が手にした次世代電動歯ブラシ 

おうちで歯科クリーニングのような磨き上がりを実現する 

「オーラル B iO」新シリーズ登場で 

世界の歯科医が推奨するオーラルケアを多くの人が手にしやすく 
「オーラル B iO5, iO4, iO3」10 月初旬発売 

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社（本社：神戸市 以下、Ｐ＆Ｇ）のオーラルケアブランド『Oral-B by Braun』は、充電式電動歯ブ
ラシの最上位シリーズ「オーラル B iO」から、革新の技術はそのままに、従来よりも手に取っていただきやすい価格帯の
新モデル「オーラル B iO5」、「オーラル B iO4」、「オーラル B iO3」を 2022年 10月初旬より発売いたします。 

革新の象徴ともいえる本製品シリーズは、『Oral-B by Braun』が掲げる「健康的なオーラルケアを、すべての方へ」とい
うビジョンのもと、歯を磨くすべての方のオーラルケア習慣を進化させる、具体的な選択肢として展開します。 

この数年、日本の健康・衛生管理のあり方は、大きな過渡期に直面しています。新型コロナウイルス感染症の流行
や、超高齢化社会を迎えた「人生１００年時代」に伴い、健康の要となるオーラルヘルスはますます注目を集めています。
さらには、医療費抑制を見据えた政府の「国民皆歯科健診」制度の導入検討開始に代表される社会背景も加わり、オー
ラルケアの質を上げることは、今や日本全体にかかわる喫緊の課題です。 

世界の歯科医推奨 No.1ブランド※1『Oral-B by Braun』は、革新的な技術がもたらす優れたオーラルケアを多くの方に
取り入れていただくことこそが、日本のオーラルケアのリーディングブランドとしての使命と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社 

〒651-0088  

神戸市中央区小野柄通 7-1-18 

オーラル B iO5 マットブラック オーラル B iO4 クワイトホワイト オーラル B iO3 アイスブルー 
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自宅で歯科クリーニングのような磨き上がりを実現することをコンセプトに開発された「オーラル B iO」シリーズは、ブラ
ンド史上最高の歯垢（しこう）除去力を誇ります。オーラル B電動歯ブラシの代名詞である「丸型回転」の技術により、歯
を包み込んで磨き上げる独自の動きを実現。さらに、世界で 245の特許※２を取得した世界初の磁気駆動システム「リニ
アマグネティックシステム™」で、ブラシ 1本 1本まで振動させる「遠心マイクロモーション™」を生み出します。手磨きと比
べて 99.7%UPの歯垢除去力※3で、歯垢の蓄積まで防ぎます。 

2020年夏以降世界各国で発売となった「オーラル B iO」シリーズは、発売後約１年半で全世界 250万人以上にご愛
用いただいています。日本においては、手磨き歯ブラシからの切り替えにより「オーラル B iO」をご購入いただいた方が
世界平均を大きく上回る約６割※4を占めており、市場のさらなる活性化をもたらす成長を遂げています。市場平均売価の
3倍以上の実勢価格でありながらも好調を博し、発売以降、高価格帯（2万 5000円以上）市場を 120%拡大に導きまし
た。※5 

このたび、満を持して形となった新シリーズ「オーラル B iO5」「オーラル B iO4」「オーラル B iO3」は、多くの方が手に
取っていただきやすいモデルとして登場します。「オーラル B iO」シリーズが誇るブランド史上最高の歯垢除去力を実現
する iO中核のテクノロジーはそのままに、モード数やディスプレイの簡素化によって、家電量販店市場におけるボリュー
ムゾーンである中価格帯での販売を実現します。 

このビジョン実現のためのさらなる３つの取り組みとして、(1)『Oral-B by Braun』は、ヨーロッパにおいて、世界中の
8000人以上を会員に抱え活動する国際障害者歯科学会(International Association for Disability and Oral Health)とのパ
ートナーシップを締結しました。「ポジティブな習慣」としてオーラルケアを再定義し、通常の歯磨きに障壁を抱える方やそ
のご家族に対するトレーニングを共同開発いたします。(2)日本においては、口内環境の変化により特にトラブルが発生し
やすい妊産婦の方に向けて、全国で電動歯ブラシを無償で提供する取り組みを開始いたします。(3)さらに、ブランド史上
最高のテクノロジーをより多くの方にご体感いただくべく、iOをご購入の方に対して最大 5000円のキャッシュバックキャ
ンペーンも 9月より開始いたしました。 

世界の歯科医推奨率 No.1ブランド※1『Oral-B by Braun』は、大きな局面を迎える日本のオーラルケアを次なるステー
ジへと導き、優れた技術により、一人ひとりの健康的なオーラルケアを実現してまいります。 

 

 

 

「オーラル B iO5」、「オーラル B iO4」、「オーラル B iO3」に搭載されている 

99.7%UPの歯垢除去力※3を可能にする、「オーラル B iO」シリーズの共通技術 

 

■99.7%UP の歯垢除去力※3、歯垢の蓄積まで防ぐ 

 オーラル Bの代名詞「丸型回転」に、「遠心マイクロモーション™」を搭載 

歯を包み込むようにフィットする丸型回転に加え、ブラシの毛 1本 1本を振動させる革新のテ  

クノロジー「遠心マイクロモーション™」を搭載。毛先までエネルギーをもって歯垢をこすり取る 

ため、ブランド史上最も高い歯垢除去力を発揮します。これにより、99.7%UPの歯垢除去力※3 

で、歯垢の蓄積まで防ぎます。  

 

■革新の磁気駆動「リニアマグネティックシステム™」 

オーラル Bブラッシング体験の中核を担うのが、世界で 245の特許※2を取得した世界初の 

磁気駆動システム「リニアマグネティックシステム™」です。リニアモーターカーと同じ原理を電 

動歯ブラシに再現し、磁気の強力なエネルギーを精密にコントロールすることで、圧倒的なパ 

ワーをブラシの毛先まで届けることができます。これにより、ブラシ１本１本を振動させる 

「遠心マイクロモーション™」が生み出されます。この微細な動きと圧倒的なパワーにより、ブラ 

ンド史上最高の歯垢除去力を実現。かつてないブラッシング体験を実現します。 
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■最高の歯垢除去※6を可能にするブラシ圧をガイド「スマート押し付け防止センサー」 

正しいブラッシング圧は、高い歯垢除去力を最大限に引き出すのに必須です。 

「スマート押し付け防止センサー」は、ブラッシングに適切な力加減を赤・緑・白の 3色で教 

えてくれます。歯ぐきを傷つけにくいのはもちろん、歯や歯ぐきを気にしすぎて、ブラシを弱く 

当ててしまう癖まで正します。 

 

 

【その他の製品機能】 

■歯磨き習慣を記録する「Bluetoothアプリ連動」と、磨き残しをゼロへ導く「人工知能ブラッシング認知機能」 

オーラル B iOのハンドルとアプリが Bluetooth機能で連動し、毎日の歯磨き習慣をサポ

ートします。アプリが毎日のブラッシング時間を記録し可視化することで、歯科医推奨の

2 分間のブラッシングができているかがわかるほか、アプリ画面上でも適切なブラシ圧を

ガイドしてくれます。（iO3には搭載なし） 

また、約 80%の人が、少なくともお口の中の 1カ所以上、磨き残しています※7。 

搭載された「人工知能ブラッシング認知機能」で、数千人分ものブラッシングデータを基

に、AI が磨いている箇所をリアルタイムに判断します。歯全体を 6 エリアに分割して、ブ

ラッシング動作を検知し、分析。圧倒的な精度で、アプリを通じて磨き残しを教えてくれま

す。（iO4, iO3には搭載なし） 

 

■歯科医推奨の 2分間ブラッシングが完了すると光がお知らせしてくれる「セレブレーションライト」 

ブラッシング時間をタイマーで計測。歯科医が推奨するブラッシング時間である 2 分間、

歯を磨くとライトリングが華やかに光ってブラッシング完了をお祝いしてくれる「セレブレー

ションライト」機能が搭載。歯科医推奨のブラッシングを毎日楽しみながら実践できます。 

 

 

 

 

 

 

【iOご購入の方全員に最大5000円キャッシュバックキャンペーン】 

ブランド史上最高のテクノロジーを搭載したiOシリーズを、より多くの方に手に取っていただけるよう、2022年12月31日

（土）までにオーラルB iOシリーズをお買い上げの上ご応募いただいた方全員に、最大5000円キャッシュバックいたします。 

詳しくはオーラルB公式サイト内の特設ページにてご確認ください。『Oral-B by Braun』は手磨きブラシから電動歯ブラシ

に変える「はみがきスイッチ」活動を応援します。 

https://preview-oralb.braun.co.jp/ja-jp/campaign/iO 

 

※1 2017年 11月から 2019年 5月にかけて、世界各地域を代表する 21カ国において、合計 4,908人の歯科医への調査を実施。自社調べ。  

※2 日本、アメリカ、ヨーロッパの各国を含む世界で申請・取得した 245の特許。重複を含む。 

※3 P＆G調べ。手磨きとの比較臨床実験にて。 

※4 P&G調べ。 

※5 充電式電動歯ブラシ売上金額 2019年 1月~12月と 2021年 1月~12月の比較において、GFK調べ。 

※6 従来品との比較。 

※7 P＆G モーショントラッキング調査に基づく。 
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【製品スペック比較表 ～新製品「オーラル B iO5」、「オーラル B iO4」、「オーラル B iO3」～】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【ブランド名】 Oral-B by Braun 

【シリーズ名】 オーラル B iO 

【製品名/型番】 
オーラル B iO5 マットブラック 

（型番 iOG52J62KBK) 

オーラル B iO4 クワイトホワイト 

（型番 iOG41A61KWT) 

オーラル B iO3 アイスブルー 

（型番 iOG31A60IB) 

【発売日】 2022年10月初旬 

【製品テクノロジー】 丸型回転＋遠心マイクロモーション™ 

【搭載モード】 

5つのスマートブラッシングモード： 

標準クリーンモード、やわらかクリーンモー

ド、ホワイトニングモード、超やわらかクリー

ンモード、しっかりクリーンモード 

4つのスマートブラッシングモード： 

標準クリーンモード、やわらかクリーン

モード、ホワイトニングモード、超やわら

かクリーンモード 

3つのスマートブラッシングモード： 

標準クリーンモード、やわらかクリーンモー

ド、ホワイトニングモード 

【スマート押し付け 

防止センサー】 
● ● ● 

その他機能 
人工知能ブラッシング（2D） 

Bluetoothアプリ連動 
Bluetoothアプリ連動（記録のみ） - 

【ディスプレイ】 モード表示 - - 

【付属品】 

替えブラシ 「アルティメイトクリーン」 × 1 

替えブラシ 「ジェントルケア」× 1 

充電器× 1 

トラベルケース × 1 

替えブラシ 「アルティメイトクリーン」 × 1 

充電器× 1 

トラベルケース × 1 

替えブラシ 「アルティメイトクリーン」 × 1 

充電器 × 1 

【本体質量】 127g(ブラシ含まない) 127g(ブラシ含まない) 127g(ブラシ含まない) 

【本体寸法】 W30mm x D183mm x H39mm（ブラシ含まない） W30mm x D183mm x H39mm（ブラシ含まない） W30mm x D183mm x H39mm（ブラシ含まない） 

【価格】 オープン価格 

【販売先】 全国のOral-B by Braun製品取扱店、インターネット販売  
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【世界の歯科医師推奨 No.1ブランド  Oral-B by Braunについて】  

オーラルBは世界の歯科医師に最も使用・推奨されているオーラルケアブランドです。デザイン美と機能性を備えた電動

歯ブラシを主軸に、トータルオーラルケアソリューションブランドとして全世界で愛用されています。                     

 

【 Ｐ＆Ｇについて】  

Ｐ＆Ｇは、高い信頼と優れた品質の製品ブランドを通じて、世界中の人々の暮らしに触れ、よりよいものにしています。 

日本では、オーラルケアブランド「Oral-B by Braun」をはじめとして、衣料用洗剤「アリエール」「ボールド」「さらさ」、柔軟

剤「レノア」、 エアケア製品「ファブリーズ」、台所用洗剤「ジョイ」、紙おむつ「パンパース」、吸水ケアブランド「ウィスパー」、

ヘアケアブランド「パンテーン」「ｈ＆ｓ」「ヘアレシピ」、スキンケア製品「SK-II」、シェーブケアブランド「ジレット」「ブラウン」

など、さまざまな製品を提供しています。(https://jp.pg.com/) 
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