
歯科衛生製品に対する推薦付与状況≪一覧≫※令和2年10月現在

企　業　名 製　品　名 備　考

令和2年10月 ライオン株式会社 ＜システマハブラシ＞

コンパクト4列やわらかめ

レギュラー4列やわらかめ

＜システマハグキプラスハブラシ＞

ワイドコンパクトやわらかめ

ワイドコンパクトふつう

音波アシストブラシやわらかめ

音波アシストブラシ付替ブラシやわらかめ

株式会社ジーシー 音波振動歯ブラシプリニアスマイル（MI-0004）

P&G株式会社 ＜ジーニアスX＞

D7065266XCTG（チタニウムグレー）

D7065266CTG（チタニウムグレー）

D7065366XCTG（チタニウムグレー）

D7065366XCRG（ローズゴールド）

D7065266XCWT（ホワイト）

D7065266XCSP（サクラピンク）

＜ジーニアス10000＞ ※推薦更新

D7015266XCMOP（オーキットパープル）

D7015366XCMOP（オーキットパープル）

D7015266XCMBK（ブラック）

D7015366XCMBK（ブラック）

D7015266XCMK（マラケシュ）

D7015366XCMK（マラケシュ）

D7015266XCMRG（ローズゴールド）

D7015366XCMRG（ローズゴールド）

D7015266XCMPK（サクラピンク）

＜ジーニアス9000＞ ※推薦更新

D7015356XCTRG（ローズゴールド）

D7015256XCTRG（ローズゴールド）

D7015356XCTWH（ホワイト）



D7015256XCTWH（ホワイト）

D7015356XCTBK（ブラック）

D7015256XCTBK（ブラック）

D7015356XCTMC（ホワイト）

D7015256XCTMC（ホワイト）

D7015356XCSA（ホワイト）

D7015356XCWH（ホワイト）

D7015256XCWH（ホワイト）

D7015356XCBK（ブラック）

D7015256XCBK（ブラック）

＜ジーニアス8000＞ ※推薦更新

D7015355XCT（ホワイト）

＜スマートシリーズ＞ ※推薦更新

7000　D7005245XP（ブルー）

5000　D7005255XP（ホワイト）

4000　D7005253P（ホワイト）

＜Proシリーズ＞ ※推薦更新

2000　D5015132XBKN（ブラック）

2000　D5015132XPKN（ピンク）

2000　D5015132XBK（ブラック）

2000　D5015132XPK（ピンク）

500　D165231UAWN（ブルー）

500　D165231UAW（ブルー）

＜すみずみクリーンシリーズ＞ ※推薦更新

EX　D12013AE（ホワイト）

EX　D12013A（ホワイト）

やわらか　D12013TE（ホワイト）

やわらか　D12013T（ホワイト）

デンタルプロ株式会社 ＜デンタルプロ歯間ブラシI字型＞ ※推薦更新

15本入り　サイズ0（SSSS）

15本入り　サイズ1（SSS）

15本入り　サイズ2（SS）



15本入り　サイズ3（S）

15本入り　サイズ4（M）

15本入り　サイズ5（L）

15本入り　サイズ6（LL）

＜デンタルプロ歯間ブラシL字型＞ ※推薦更新

10本入り　サイズ0（SSSS）

10本入り　サイズ1（SSS）

10本入り　サイズ2（SS）

10本入り　サイズ3（S）

10本入り　サイズ4（M）

10本入り　サイズ5（L）

令和2年2月 P&G株式会社 （オーラルB電動歯ブラシ）

Pro450　D165231AORH（オレンジ）

Pro450　D165231AOR（オレンジ）

Pro450　D165231APK（ピンク）

Pro450　D165231AWH（ホワイト）

すみずみクリーンホワイト（D12013W）

すみずみクリーンフロス（D12013F）

すみずみクリーンキッズ（D12513KPKMB）

すみずみクリーンキッズ（D12513KPKMG）

ライオン株式会社 （クリニカアドバンテージハブラシ） ※推薦更新

４列超コンパクトふつう

４列超コンパクトかため

４列コンパクトふつう

４列コンパクトかため

株式会社ロッテ （キシリトールガム） ※推薦更新

＜ライムミント＞パケット包装品

＜ライムミント＞パケット包装３本パック

＜ライムミント＞パケット包装５本パック

＜ライムミント＞６９ｇボトル包装品

＜ライムミント＞１４３ｇボトル包装品

＜ライムミント＞２５０ｇボトル包装品



＜ライムミント＞２９０ｇボトル包装品

＜ライムミント＞３７８ｇパウチ包装品

＜フレッシュミント＞パケット包装品

＜フレッシュミント＞パケット包装３本パック

＜フレッシュミント＞パケット包装５本パック

＜フレッシュミント＞１４３ｇボトル包装品

＜フレッシュミント＞２９０ｇボトル包装品

（キシリトール　オーラテクトガム）

＜クリアミント＞パケット包装品

＜クリアミント＞１４３ｇボトル包装品

（キシリトール　タブレット）

＜オレンジ＞

令和元年10月 ライオン株式会社 ＜システマ　ハグキプラスハブラシ＞

超コンパクトやわらかめ

超コンパクトふつう

コンパクトやわらかめ

コンパクトふつう

ワイドヘッドやわらかめ

ワイドヘッドふつう

＜システマ　音波アシストブラシ＞

ふつう

付替ブラシ　ふつう

＜システマハブラシ＞ ※推薦更新

超コンパクト４列ふつう

コンパクト３列スリムやわらかめ

コンパクト３列スリムふつう

コンパクト４列ふつう

レギュラー４列ふつう

しっかり毛腰タイプ　超コンパクトふつう

しっかり毛腰タイプ　超コンパクトかため

しっかり毛腰タイプ　コンパクトふつう

しっかり毛腰タイプ　コンパクトかため



超コンパクト　ストレートハンドルふつう

コンパクト　ストレートハンドルふつう

システマ　デンタルタフト

令和元年9月 パナソニック株式会社 音波振動ハブラシ　ドルツ　EW-DP53

音波振動ハブラシ　ドルツ　EW-DP33

音波振動ハブラシ　ドルツ　EW-DA43

音波振動ハブラシ　ドルツ　EW-DL55

音波振動ハブラシ　ドルツ　EW-DL35

令和元年6月 パナソニック株式会社 ジェットウォッシャー　ドルツ　EW-DJ72

令和元年5月 パナソニック株式会社 ジェットウォッシャー　ドルツ　EW-DJ52

サンスター株式会社 ＜ガム・デンタルブラシシリーズ＞ ※推薦更新

　#191　3列超コンパクトヘッド・ふつう

　#191　3列超コンパクトヘッド・かため

　#211　3列コンパクトヘッド・ふつう

　#211　3列コンパクトヘッド・かため

　#407　4列コンパクトヘッド・ふつう

　#409　4列コンパクトヘッド・ふつう

　#166　3列超コンパクトヘッド・やわらかめ

　#166　3列超コンパクトヘッド・ふつう

　#266　3列コンパクトヘッド・やわらかめ

　#266　3列コンパクトヘッド・ふつう

　#466　4列コンパクトヘッド・やわらかめ

　#466　4列コンパクトヘッド・ふつう

　#202　3列コンパクトヘッド・ふつう

　#428　超コンパクトヘッド・ふつう

　#528　コンパクトヘッド・ふつう

　#66　仕上げみがき用・やわらかめ

　#76　乳歯期用・やわらかめ

　#87　永久歯期用・ふつう

平成31年1月 ライオン株式会社 クリニカアドバンテージハブラシ４列コンパクトやわらかめ

クリニカアドバンテージハブラシ４列超コンパクトやわらかめ

クリニカアドバンテージハブラシ３列コンパクトやわらかめ



クリニカアドバンテージハブラシ３列コンパクトふつう

クリニカアドバンテージハブラシ３列超コンパクトやわらかめ

クリニカアドバンテージハブラシ３列超コンパクトふつう

デントヘルス　デンチャーケア　超音波クリーンキット

クリニカアドバンテージ　デンタルタフト ※推薦更新

平成30年12月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 オーラルＢ電動歯ブラシ　ジーニアス10000

デンタルプロ株式会社 デンタルプロ歯間ブラシI字型（サイズ0）

デンタルプロ歯間ブラシI字型（サイズ1）

デンタルプロ歯間ブラシI字型（サイズ2）

デンタルプロ歯間ブラシI字型（サイズ3）

デンタルプロ歯間ブラシI字型（サイズ4）

デンタルプロ歯間ブラシI字型（サイズ5）

デンタルプロ歯間ブラシI字型（サイズ6）

デンタルプロ歯間ブラシＬ字型（サイズ0）

デンタルプロ歯間ブラシＬ字型（サイズ1）

デンタルプロ歯間ブラシＬ字型（サイズ2）

デンタルプロ歯間ブラシＬ字型（サイズ3）

デンタルプロ歯間ブラシＬ字型（サイズ4）

デンタルプロ歯間ブラシＬ字型（サイズ5）

平成30年6月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 オーラルB電動歯ブラシ　SMARTプロフェッショナル

オーラルB電動歯ブラシ　GENIUSプロフェッショナル

オーラルB電動歯ブラシ　プロ500

オーラルB電動歯ブラシ　プロ2000

オーラルB電動歯ブラシ　ジーニアス8000

オーラルB電動歯ブラシ　ジーニアス9000

オーラルB電動歯ブラシ　スマート4000

オーラルB電動歯ブラシ　スマート5000

オーラルB電動歯ブラシ　すみずみクリーンやわらか

オーラルB電動歯ブラシ　スマート7000

オーラルB電動歯ブラシ　すみずみクリーンEX

平成30年3月 ライオン株式会社 ＜システマ歯ブラシシリーズ＞ ※推薦更新

　　しっかり毛腰タイプ　超コンパクト　ふつう



　　しっかり毛腰タイプ　超コンパクト　かため

　　しっかり毛腰タイプ　コンパクト　ふつう

　　しっかり毛腰タイプ　コンパクト　かため

　　超コンパクト4列　ふつう

　　超コンパクト　ストレートハンドルふつう

　　コンパクト3列　スリム　やわらかめ

　　コンパクト3列　スリム　ふつう

　　コンパクト4列　ふつう

　　コンパクト　ストレートハンドルふつう

　　レギュラート4列　ふつう

　　大きめヘッド4例　ふつう

　　ハグキプラスハブラシ　超コンパクト　やわらかめ

　　超コンパクト　ふつう

　　コンパクト　やわらかめ

　　コンパクト　ふつう

クリニカ　アドバンテージハブラシ　コンパクト　ふつう

クリニカ　アドバンテージハブラシ　コンパクト　かため

クリニカ　アドバンテージハブラシ　超コンパクト　ふつう

クリニカ　アドバンテージハブラシ　超コンパクト　かため

パナソニック株式会社 音波振動ハブラシ　ドルツ　EW‐DA52

音波振動ハブラシ　ドルツ　EW‐DL34

音波振動ハブラシ　ドルツ　EW‐DL54

音波振動ハブラシ　ドルツ　EW‐DP52

音波振動ハブラシ　ドルツ　EW‐CDP52

平成30年2月 株式会社ロッテ キシリトールガム＜ライムミント＞ ※推薦更新

キシリトールガム＜フレッシュミント＞

キシリトールガム＜ブラックベリーミント＞

キシリトールガム　オーラテクトガム＜クリアミント＞

キシリトールガム・タブレット＜オレンジ＞

平成29年12月 ライオン株式会社 システマハブラシ　超コンパクト4列ふつう

システマハブラシ　コンパクト3列スリムやわらかめ

システマハブラシ　コンパクト3列スリムふつう



システマハブラシ　コンパクト4列ふつう

システマハブラシ　レギュラー4列ふつう

システマハブラシ　しっかり毛腰タイプ超コンパクトふつう

システマハブラシ　しっかり毛腰タイプ超コンパクトかため

システマハブラシ　しっかり毛腰タイプコンパクトふつう

システマハブラシ　しっかり毛腰タイプコンパクトかため

システマハブラシ　超コンパクトストレートハンドルふつう

システマハブラシ　コンパクトストレートハンドルふつう

システマハブラシ　デンタルタフト

平成29年8月 昭和薬品化工株式会社 ＲＤテスト ※推薦更新

パナソニック株式会社 音波振動ハブラシ　ドルツ　EW-DP51

平成29年7月 江崎グリコ株式会社 ポスカ （フラットスタイル） クリアミント味 ※推薦更新

ポスカ （フラットスタイル） グレープ味

ポスカ （フラットスタイル） ライチカモミール味

ポスカ （エコパウチ） クリアミント味

ポスカ （エコパウチ） グレープ味

ポスカ （エコパウチ） ライチカモミール味

リカルデント　グレープミントガム ※推薦更新

リカルデント　グリーンミントガム

リカルデント　ライムミントガム

平成29年6月 サンスター株式会社 ガム・デンタルブラシ♯１９１　３列超コンパクトヘッド・ふつう

ガム・デンタルブラシ♯１９１　３列超コンパクトヘッド・かため

ガム・デンタルブラシ♯２１１　３列コンパクトヘッド・ふつう

ガム・デンタルブラシ♯２１１　３列コンパクトヘッド・かため

ガム・デンタルブラシ♯４０７　４列コンパクトヘッド・ふつう

ガム・デンタルブラシ♯４０９　４列コンパクトヘッド・ふつう

ガム・デンタルブラシ♯１６６　３列超コンパクトヘッド・ふつう

ガム・デンタルブラシ♯１６６　３列超コンパクトヘッド・やわらかめ

ガム・デンタルブラシ♯２６６　３列コンパクトヘッド・ふつう

ガム・デンタルブラシ♯２６６　３列コンパクトヘッド・やわらかめ

ガム・デンタルブラシ♯４６６　４列コンパクトヘッド・ふつう

ガム・デンタルブラシ♯４６６　４列コンパクトヘッド・やわらかめ

モンデリーズ・ジャパン
株式会社



ガム・デンタルブラシ♯２０２　３列コンパクトヘッド・ふつう

ガム・デンタルブラシ　ＡＣ♯３８８　３列コンパクトヘッド・ふつう

ガム・デンタルブラシ　ＡＣ♯４８８　４列超コンパクトヘッド・ふつう

ガム・デンタルブラシ　ＡＣ♯５８８　４列コンパクトヘッド・ふつう

ガム・デンタルブラシ　ＡＣ♯３１８　３列コンパクトヘッド歯周ケア毛・やわらかめ

ガム・デンタルブラシ♯４２８　超コンパクトヘッド・ふつう

ガム・デンタルブラシ♯５２８　コンパクトヘッド・ふつう

ガム・デンタルブラシこども♯６６　仕上げみがき用・やわらかめ

ガム・デンタルブラシこども♯７６　乳歯期用・やわらかめ

ガム・デンタルブラシこども♯８７　永久歯期用・ふつう

ガム・デンタルブラシ　♯３Ｃ　３列コンパクトヘッド・ふつう

平成29年5月 パナソニック株式会社 音波振動ハブラシ　ドルツ　EW‐DA21

音波振動ハブラシ　ドルツ　EW‐DA41

音波振動ハブラシ　ドルツ　EW‐DA51

平成29年1月 ライオン株式会社 クリニカアドバンテージハブラシ　デンタルタフト ※推薦更新

平成28年12月 パナソニック株式会社 ジェットウォッシャードルツ　EW-DJ71

平成28年11月 リカルデント　アメリカンチェリーミントガム

リカルデント　トロピカルフルーツミントガム

平成28年9月 ライオン株式会社 デンターシステマ　ハグキプラスブラシ　ワイドヘッド　ふつう

デンターシステマ　ハグキプラスブラシ　ワイドヘッド　やわらかめ

平成28年6月 ライオン株式会社 クリニカアドバンテージハブラシ　3列コンパクト ふつう

クリニカアドバンテージハブラシ　3列コンパクト やわらかめ

クリニカアドバンテージハブラシ　3列超コンパクト ふつう

クリニカアドバンテージハブラシ　3列超コンパクト やわらかめ

クリニカアドバンテージハブラシ　4列コンパクト やわらかめ ※推薦更新

クリニカアドバンテージハブラシ　4列超コンパクト やわらかめ

平成28年5月 パナソニック株式会社 音波振動ハブラシ　ドルツ　EW‐DL23

音波振動ハブラシ　ドルツ　EW‐DL43

音波振動ハブラシ　ドルツ　EW‐DL53

音波振動ハブラシ　ドルツ　EW‐DE25

音波振動ハブラシ　ドルツ　EW‐DE45

音波振動ハブラシ　ドルツ　EW‐DE55

モンデリーズ・ジャパン
株式会社



パナソニック株式会社 ジェットウォッシャードルツ　EW-DJ51 ※推薦更新

ジェットウォッシャードルツ　EW-DJ61

平成28年1月 リカルデント　グレープミントガム ※製品名変更

リカルデント　グリーンミントガム

リカルデント　ライムミントガム

リカルデント　ラフランスミントガム

リカルデントキッズガム　ブルーベリー

リカルデントキッズガム　ピーチ

リカルデントキッズガム　ピーチ＆ブルーベリー

リカルデントキッズガム　パイナップル味

リカルデントキッズガム　ブルーベリー味

リカルデントキッズガム　パイナップル＆ブルーベリー

平成27年11月 ライオン株式会社 ＜デンターシステマ歯ブラシシリーズ＞ ※推薦更新

　しっかり毛腰タイプ　超コンパクト　ふつう

　しっかり毛腰タイプ　超コンパクト　かため

　しっかり毛腰タイプ　コンパクト　ふつう

　しっかり毛腰タイプ　コンパクト　かため

　超コンパクト4列　ふつう

　超コンパクトストレートハンドル　ふつう

　コンパクトスリム3列　やわらかめ

　コンパクトスリム3列　ふつう

　コンパクトスリム4列　ふつう

　コンパクトストレートハンドル　ふつう

　レギュラー4列　ふつう

　大きめヘッド4列　ふつう

　ハグキプラスハブラシ　超コンパクト　やわらかめ

　ハグキプラスハブラシ　超コンパクト　ふつう

　ハグキプラスハブラシ　コンパクト　やわらかめ

　ハグキプラスハブラシ　コンパクト　ふつう

平成27年10月 ライオン株式会社 クリニカ アドバンテージハブラシ　コンパクト ふつう ※推薦更新

クリニカアドバンテージハブラシ　コンパクト かため

クリニカアドバンテージハブラシ　超コンパクト ふつう

モンデリーズ・ジャパン
株式会社



クリニカアドバンテージハブラシ　超コンパクト かため

平成27年8月 昭和薬品化工株式会社 ＲＤテスト

株式会社ロッテ キシリトール　オーラテクトガム　＜クリアミント＞

平成27年7月 パナソニック株式会社 音波振動ハブラシ　ドルツ　EW-DE54

音波振動ハブラシ　ドルツ　EW‐DE44

音波振動ハブラシ　ドルツ　EW‐DE24

パナソニック株式会社 音波振動ハブラシ　ドルツ　EW‐DL32 ※推薦更新

音波振動ハブラシ　ドルツ　EW‐DL22

江崎グリコ株式会社 ポスカ＜フラットスタイル＞クリアミント ※推薦更新

ポスカ＜フラットスタイル＞グレープ

ポスカ＜エコパウチ＞クリアミント

ポスカ＜エコパウチ＞ライチカモミール

ポスカ＜エコパウチ＞グレープ

平成27年5月 株式会社ロッテ キシリトールガム＜ライムミント＞ ※推薦更新

キシリトールガム＜フレッシュミント＞

キシリトールガム＜クールハーブ＞

キシリトールガム ＜ブラックベリーミント＞

リカルデント　グレープミント

リカルデント　ブルーミンググリーンミント

リカルデント　ライムミント

リカルデント　ベリーミント

リカルデント　フルーティシトラスミント

リカルデントキッズガム　ブルーベリー

リカルデントキッズガム　オレンジ

リカルデントキッズガム　ブルーベリー＆オレンジ

平成26年12月 ライオン株式会社 クリニカアドバンテージハブラシ　デンタルタフト

平成26年8月 株式会社ロッテ キシリトール・タブレット　<オレンジ>

平成26年7月 パナソニック株式会社 ジェットウォッシャードルツ　EW-DJ51

ジェットウォッシャードルツ　EW-DJ61

平成26年7月 ライオン株式会社 クリニカアドバンテージハブラシ　コンパクト　やわらかめ

クリニカアドバンテージハブラシ　超コンパクト　やわらか
め

平成26年3月 パナソニック株式会社 音波振動ハブラシ　ドルツ　EW－DE４３（家庭用）

モンデリーズ・ジャパン
株式会社



音波振動ハブラシ　ドルツ　EW－DL12（家庭用）

○音波振動ハブラシ　ドルツ　EW-DE43

○音波振動ハブラシ　ドルツ　EW-DL12

平成25年12月 ライオン株式会社 デンターシステマ歯ブラシシリーズ　

　　超コンパクト4列　ふつう

　　超コンパクトストレートハンドル　ふつう

　　コンパクトスリム3列　やわらかめ

　　コンパクトスリム3列　ふつう

　　コンパクトスリム4列　ふつう

　　コンパクトストレートハンドル　ふつう

　　レギュラー4列　ふつう

　　大きめヘッド4列　ふつう

　　しっかり毛腰タイプ　超コンパクト　ふつう

　　しっかり毛腰タイプ　超コンパクト　かため

　　しっかり毛腰タイプ　コンパクト　ふつう

　　しっかり毛腰タイプ　コンパクト　かため

　　ハグキプラスハブラシ　超コンパクト　やわらかめ

　　ハグキプラスハブラシ　超コンパクト　ふつう

　　ハグキプラスハブラシ　コンパクト　やわらかめ

　　ハグキプラスハブラシ　コンパクト　ふつう

平成25年11月 ライオン株式会社 クリニカアドバンテージハブラシ　コンパクト　ふつう

クリニカアドバンテージハブラシ　コンパクト　かため

クリニカアドバンテージハブラシ　超コンパクト　ふつう

クリニカアドバンテージハブラシ　超コンパクト　かため

平成25年10月 サンスター株式会社 ガム・デンタルブラシ♯１９１Ｍ

ガム・デンタルブラシ♯１９１Ｈ

ガム・デンタルブラシ♯２１１Ｍ

ガム・デンタルブラシ♯２１１Ｈ

ガム・デンタルブラシ♯４０７Ｍ

ガム・デンタルブラシ♯４０９Ｍ

ガム・デンタルブラシ♯１６６

ガム・デンタルブラシ♯２６６



ガム・デンタルブラシ♯１７７

ガム・デンタルブラシ♯２７７

ガム・デンタルブラシ♯１８８

ガム・デンタルブラシ♯２８８

ガム・デンタルブラシ♯２０２

ガム・アドバンスデンタルブラシ♯３８８

ガム・アドバンスデンタルブラシ♯４８８

ガム・アドバンスデンタルブラシ♯５８８

ガム・デンタルブラシ♯３１８

ガム・デンタルブラシ♯４２８

ガム・デンタルブラシ♯５２８

ガム・デンタルブラシ　こども♯６６

ガム・デンタルブラシ　こども♯７６

ガム・デンタルブラシ　こども♯８７

ガム・デンタルブラシ♯３Ｃ（医療機関向）

平成25年9月 株式会社ロッテ キシリトールガム　<ライムミント>

キシリトールガム　<フレッシュミント>　

キシリトールガム　<ブラックベリーミント>

キシリトールネオ　<アップルミント>

平成25年6月 株式会社ロッテ キシリトールガム　<ライムミント>

キシリトールガム　<フレッシュミント>

キシリトールガム　<クールハーブ>

江崎グリコ株式会社 ポスカ　<クリアミント>

ポスカ　<ライチカモミール>

ポスカ　<グレープ>

平成25年3月 パナソニック株式会社 音波振動ハブラシ　ドルツ　EW－DL３２（家庭用）

音波振動ハブラシ　ドルツ　EW－DL２２（家庭用）


