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Waterneutral Vegan Fair

ウォーターニュートラル：
製品を製造するときに節水しています。
使用する天然の原料と成分は、ほとん
ど人工的な灌漑なしで育ち、飲料水や
地下水を汚染しません。

ヴィーガン：
植物由来の原料を使用して製品を製造
しています。 動物に対してテストを実施
したり、動物ベースの構成要素を使用
しないことが重要です。

フェア：
すべての作業工程は公正な報酬に値し
ます。  公正さを確実に実践するために、
付加価値チェーンに非常に注意を払っ
ています。

-WITH THE 

FIRST CLIMA

TE-NEUTRAL  

TOOTHBRUSH!
-

-

インドの全世帯の 3分の 1だけがきれいな飲料水を利用できます。
これにより、コレラや腸チフスなどの病気が蔓延し、インドでは毎
年 200 万人の子供が亡くなっています。 私たちが支援しているイン
ド・オリッサ州のプロジェクトは、塩素を使用して水を浄化し、宅
配や村の店で、きれいな水にアクセスできるようにしています。し
たがって、オリッサ州の住民はきれいな飲料水を得ています。同時に、
水を沸騰させる必要はなく、CO2排出量が節約され、地域の森林破
壊が防止されます。

私たちのサスティナブル（持続可能）な親水性の高い
歯ブラシは、ヨーロッパで最初のClimate-Neutral（気
候に中立な）歯ブラシとして広く認知されています。
これまで、オーラルや衛生の分野では、気候中立性は
それほど大きな問題とは見なされていませんでした。

しかし、私たちの製品によって、世界の資源を節約す
ることが重要であると考えています。また、ウォーター
ニュートラル、ヴィーガン、フェアな方法ですべての
製品を生産しています。私たちの目的は、バスルーム
を完全にサスティナブルにすることです。

Odisha, India



 
製品に使用する竹は、人工灌漑や農薬や肥料を使用せずに、理想的な成長条
件によって、上海南部の寧波地域で栽培されています。そのため、中国は竹
製品を製造するのに最適な場所です。私たちは歯ブラシの生産からCO2排
出量を節約しています。これにより、歯を磨くときに毎日気候を保護するこ
とができます。孟宗竹と呼ばれる品種の巨大な竹は、その高い抗菌特性のお
かげで、革新的でサスティナブルな製品を作るのに最適です。この竹の品種
は、わずか 2年間で、高さは約 20 メートルに達します。これにより、1本
の竹で約 1000 本の歯ブラシを生産することができます。その急速な成長の
間に、他の品種に比べ、はるかに速くCO2を吸収します。また、私たちは、
中国の工場の従業員に、地域の最低賃金の 2倍以上の賃金が支うことで、フェ
アで公正な労働条件を提供しています。

China
Ningbo, 

Goods Made
In China
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 Our Bestseller:
 Sustainable Toothbrushes 

made from Bamboo



BRistles made

of renewable

1

歯ブラシの毛の製造には、「ミ
ラクルツリー」の種から抽出
したヒマシ油を使用していま
す。 したがって、私たちのブ
ラシの炭素含有量は、バイオ
ベースであり、石油 /BPAフ
リーです。

raw materials

Handle made

of Moso

2

歯ブラシのハンドルは、孟
宗竹で作られています。 こ
の巨大な竹は、わずか 2年
間で最大 20 メートルまで
成長します。人工灌漑や肥
料、農薬は一切使用してい
ません。

Bamboo

Ecological3

歯ブラシのハンドルに使用
される染料は、有名な Auro
（アウロ）社製を使用。 環境
にやさしく、生分解性が高
く、 人や環境に無害です。お
もちゃにもよく使用され唾
液耐性もあります。

Natural dyes

���円 (税込 )各

Sustainable Toothbrush
トゥースブラシ

モウソウチクと呼ばれる竹で作られたサスティナブルな歯
ブラシ。ブラシ部分にはヒマシ油由来のナイロンを使用。
石油やプラスチック製造に使用されるBPA（ビスフェノー
ル A）は一切使用していません。ハンドル部分にはドイツ
の自然塗料のパイオニアとして有名な AURO（アウロ）社
製の自然塗料を使用。

material

ハンドル： 竹（モウソウチク）
ブラシ： ナイロン（ヒマシ油由来）

COLORS

おとな用（ふつう）：ライトブルー /レッド /グリーン /
ナチュラル　（やわらかめ）：ダークブルー　（超やわらか
め）：バイオレット
こども用（やわらかめ）：ダークブルー /レッド



Dental Floss Picks

key 

Facts

プラスチックを含まない、生分解性が高い、
再生可能な原材料から製造された、サスティ
ナブルな糸ようじ。

デンタルフロスピックス 20 ピース

プラスチックを一切使用していないサスティナブルな糸よ
うじ。モウソウチクと呼ばれる竹由来の軸とオーガニック
コットンを使用。 石油やプラスチック製造に使用される
BPA（ビスフェノール A）は使用していません。

material

 竹（モウソウチク）、オーガニックコットン

���円 (税込 )

Tongue Cleaner

key 

Facts

プラスチックを含まない、生分解性が高い、
再生可能な原材料から製造された、サスティ
ナブルな舌磨き用ブラシ。

タンクリーナー（舌磨き用ブラシ）

竹で作られたサスティナブルなタンクリーナー。ブラシに
はヒマシ油由来のナイロンを使用しており、石油やBPA
は一切使用していません。

material

 ハンドル： 竹（モウソウチク）
ブラシ： ナイロン（ヒマシ油由来）

���円 (税込 )



���円 (税込 )各

 

 

 

 

 

 

size 0

size 1

size 2

size 3

2

また、いわゆる「Xテクニック」を
使用して、ブラシを歯に沿って斜め
にガイドしてみてください。

3

ハミガキ粉を付けずに、歯間ブラシ
を使用してください。できれば 1日 1
回、歯を掃除してください。

4

流水でブラシを掃除します。 歯間ブラ
シは 7～14 日後に交換してください。

HOW TO USE

1

 

2 つの歯の間の隙間に歯間ブラシを注
意深く押し込みます。 ブラシを数回水
平に前後にゆっくり動かします。

使用方法

Interdental Stick

プラスチックを一切使用していないサスティナブルな歯間ブラシ。0.4～
0.6mmの 4つのサイズであらゆる歯間スペースをきれいにします。ブ
ラシ部分は米国デュポン社製の植物由来の丈夫なナイロン 612(Tynex®)
を使用。石油やプラスチック製造に使用されるBPA（ビスフェノール
A）は一切使用していません。1本で最大で 14 日間使用可能。

インターデンタルスティック



Toothbrush Case

key 

Facts

再生可能な原材料から製造された、BPAお
よび石油不使用の、サスティナブルな歯ブ
ラシケース。

トゥースブラシケース

モウソウチクと呼ばれる竹で作られたサスティナブルな歯
ブラシケース。軽くて丈夫で持ち運びに便利。石油やプラ
スチック製造に使用されるBPA（ビスフェノール A）は一
切使用していません。

material

 竹（モウソウチク）

�����円 (税込 )

Cotton Swabs

key 

Facts

プラスチックを含まない、生分解性が高い、
再生可能な原材料から製造された、サスティ
ナブルな綿棒。

コットンスワッブ（綿棒）

プラスチックを一切使用していないサスティナブルな綿
棒。モウソウチクと呼ばれる竹由来の軸とオーガニック
コットンを使用。 石油やプラスチック製造に使用される
BPA（ビスフェノールA）は使用していません。100本入り。

material

 竹（モウソウチク）、オーガニックコットン

���円 (税込 )
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Toothbrush Mug
トゥースブラシマグ

セルロース由来の革新的な素材であるアーボブレンド
（Arboblend®）で作られたサスティナブルなマグ。 BPA と
メラミンを含まず、天然ワックス、リグニン、ポリラクチ
ド、ポリヒドロキシステアリン酸、デンプン、天然樹脂、
天然脂肪酸、緑色 PE、有機 PA、および有機添加物などで
構成されています。ドイツ製。

material

アーボブレンド（Arboblend®）

COLORS

ナチュラル（0.33l）、ブルー（0.25l）、グリーン（0.25l）



 

Toothpaste Sweet Herbs
トゥースペースト スウィートハーブ

ユーカリとクローブ、アニスなどの天然ハーブを配合した
フレッシュなハミガキ粉。健康的な歯と歯茎へと導きます。
マイクロプラスチックやパラベン、シリコン、PEG、フタ
ル酸エステル不使用のナチュラルコスメティックスである
ことを保証するNCS認証を取得。容器の 95%は PEFC 認
証取得を取得した、持続可能な森林管理による木材由来の
パッケージを使用。

�����円 (税込 )

Our tubes are  

made from 95 % 

spruce wood.

容器の 95%は PEFC 認証取得を取得して
おり、イツの製材所で本来廃棄される建
材をリサイクルしたパッケージを採用し
ています。



Toothpaste Tabs
Mint Lemon
トゥースペーストタブ ミントレモン

フッ化物不使用の旅行に最適なハミガキ用タ
ブレット。ペパーミントやレモン、モンクフ
ルーツなどの天然植物エキスが、健康的な歯
と歯茎へと導きます。パッケージにはプラス
チックを一切使用していません。ナチュラル
コスメティックスであることを保証する
NCS認証を取得。130 タブ入り。

�����円 (税込 )

HOW TO USE

 

使用方法

1

歯磨き粉のタブを切歯の間に置き、
よく噛みます。

2

泡が形成されるまで、口の中の粉末
を唾液と混ぜます。

3

濡らした歯ブラシで、いつも通り歯
を磨きます。



 –  

 –
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公式オンラインストア：
It’s My Thing
www.itsmything.jp/


