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TOP HEALTH 「きれいな歯」をおウチで作れる!? 最先端オーラルケアアイテム6選
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大人な“いい顔”の作り方

ビューティディレクター＆エディター 大出剛士が試した！ 【1】

「きれいな歯」をおウチで作れる!? 最
先端オーラルケアアイテム6選
「この人、いい感じ♡」と思われたとしても、覗いた歯
が汚ければ、幻滅される可能性は大。「進化が目覚ま
しいオーラルケアグッズは、頼らないほうが損です」と
語るビューティディレクター＆エディターの大出剛士
さんに、オススメを教えてもらいました。

CATEGORIES :CATEGORIES :

CREDIT :CREDIT : 写真／トヨダリョウ　文／大出剛士
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HEALTH 大人な“いい顔”の作り方

「今すぐ取り入れてほしい、選りすぐりの6
点です」

「世界最大級の結婚サイト『マッチ・ドットコム』の
調査によれば、女性の約71％が男性の容姿よりも
歯に注目しており、歯を見て男性の人柄の良し悪
しを判断しているんだとか……！ 歯が黒ずんでい
たり、口臭がしていたりときちんと日頃のケアをし
ていない人は、それだけでもう“いい顔”失格なん
です。

歯磨きって丁寧にしたほうがいいとわかっていて
も、面倒くさくて適当に済ましてしまうこともあり
ますよね？ だったら、進化の目覚ましいオーラル
ケアグッズに頼ってみてください。こんなに楽なの
に、あっという間にきれいになるなんて！ と驚くは
ずですから。

ここに、私が試して太鼓判の最新アイテムをライ
ンナップ。一緒に口元から清潔感のある“いい
顔”を目指しましょう」

「自宅で気軽にホワイトニングができるんで
す」

▲「スーパーホワイトLV」（LED照射機本体＋専用ゲル5本セット）6万
9900円（公式サイト限定）／デンタルラバー 

▲4つのLEDモードが選択可能。とにかく軽量で、口でくわえていても
苦にならないのも◎。 

「歯の白さは誰もが気になっている問題の一つで
すよね。毎日きちんと歯磨きをしていても、普段の
食事による着色汚れ（ステイン付着）でいつの間に
か黒ずんできてしまって、ホワイトニングサロンに
何度か行ったこともありましたが、なかなか続けて
通えないのが正直なところです。

そんな人に向けて、待望の製品がこちら。家庭用セ
ルフホワイトニングセット『スーパーホワイトLV』
は、“日本初（※）”で特許出願中となる青色＋紫外
線＋赤色＋近赤外線LED同時照射ができること
から、セルフホワイトニングと同時に口臭ケアがで
きるという便利アイテムです。

※㈱ESP総研調べ。2021年1月時点

しかもLED波長域がサロンと同じ業務用仕様で、
さらに付属のホワイトニングゲルも実際にサロン
で使われる業務用仕様とは驚き。発売半年で1万
台出荷を超える大ヒットを記録しました。やり方も
とても簡単で、歯磨き後に専用ゲルを塗ったこの
マシーンを歯に装着して10分前後待つだけ。外し
たあとにもう一度専用ゲルで歯磨きをして完了で
す。

あくまで家庭用なので、劇的にすぐに白くなるわけ
ではないのですが、確実に自分自身の歯の本来の
白さに近づいていくのを実感しています。しかもホ
ワイトニングにありがちな、知覚過敏に似たような
痛みもまったくないので、私はネットフリックスを
見ながらストレスなく続けることができて、毎晩の
ホワイトニングが日課になりました」
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「見た目のスタイリッシュさと、爽快感に病み
つき」

▲ 「音波振動ハブラシ ドルツ EW-DT51」オープン価格／パナソニッ
ク

「社会人になってから歯列矯正をしたほど、オーラ
ルケアには以前からかなりこだわりをもっていた
私は、手磨きは早々に止めて、数多くの電動歯ブラ
シを使ってきました。メーカーごとにそれぞれ特徴
があるのですが、‟歯医者さん推奨の横磨きができ
る”ドルツはここ数年ずっと愛用しているお気に入
りです。

最新機種のこちらもまずそのオールブラックのス
タイリッシュな見た目に、置いているだけで気分が
上がります。さらになんといってもケアが終わった
あとのツルツルした爽快感がポイント。しかもしっ
かり奥歯まで届き、虫歯だけでなく歯周病の原因
菌もかき出せるんです。

私はきちんと磨こうとするあまり、ブラシを強く押
しつけてしまう悪い癖があるのですが、パワーコン
トロールといって、ブラシ振幅を制御して、磨きす
ぎを防止してくれる機能があるのも嬉しいですね。
毎日の歯磨きがとにかく面倒でなくなる、ついつい
手に取りたくなるほど魅力が詰まっているので、お
かげで歯磨きの回数も増えました」

「ドルツを買うべき理由」にも紹介されているので、
併せてチェックください。

「これがあれば、歯周病の心配ともおさらばで
きます」

▲ 「ウォーターピック ウルトラ プロフェッショナル」2万6400円／ヤ
ーマン

▲ チップ部分が360度回転するので、握り方を変えずに歯の隅々まで
きれいにできます。

「ウォーターピックは1962年にアメリカで誕生。4
世帯に1世帯がこの製品を使用しているといわれ
るくらい、オーラルケア先進国でも信頼のあるブラ
ンドで、こちらは昨年日本で発売されてから、かな
り気になっていたアイテムなんです。

簡単にいうと、独自の細くて鋭い『ウルトラジェット
水流』で、ブラッシングやデンタルフロスでは取り
除きにくい歯間や歯周ポケットの汚れもしっかり
落としてくれる、次世代のデンタルフロスのような
ものです。私は毎日必ず電動歯ブラシのあとに歯
間ブラシを使って、1本1本歯の間の磨き残しを取
り除いていたのですが、これを使えばそれが一切
不要。

しかも水流によるマッサージ効果もあるので、歯
周病の予防もできてしまうのです。まるで歯医者
さんでクリーニングしてもらったかのような爽快
感が感じられます。歯周病は実はかなり怖い病気
なので、早いうちからしっかりとケアすることをオ
ススメします」
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この記事が気に入ったら「いいね！」しよう
LEON.JPの最新ニュースをお届けします。

いいね！ 4.5万

SERIES：連載

料理初心者男子でもデキる・
モテる簡単レシピ
「好きな相手は胃の腑から…

カーライフ・イズ・ビューティ
フル
クルマを暮らしの良きパー…

樋口毅宏の「手玉にとられた
い！」
『さらば雑司ヶ谷』や『タモ…

中村孝則の「オトコの"贅
沢"を詰め込んで……ザ・シ
ガールーム」
ファッションからカルチャ…

デキる大人は知っている!?
「腕時計の基礎知識」
腕時計は単なるツールで…

モテる宿にはワケがある
彼女と訪れる旅の楽しみっ…

吉田由美の「教えて♥アナタ
のモテるクルマ」
カーライフ・エッセイスト吉…

藤崎聡子の「ほろ酔い談義で
モテるを学ぶ教えてサトコさ
ん！」
ワインスタイリスト、そして…

田中知之（FPM）の「DJ目線
で指南するちょいウラな定
番」
常に独自の視点で独自の…

モテるワイン道入門
5,000本以上のコレクショ…
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使える白Tシャツは「セクシ
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今日のオススメ「買える
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