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 －参考資料－  

２０２２年１月２６日 

ライオン株式会社 

 

若者の自己表現を応援するアートプロジェクト「NONIO ART WAVE」 

アワード受賞作品を採用した『ＮＯＮＩＯ』アートパッケージ 

数量限定発売 

 
ライオン株式会社（代表取締役社長・掬川 正純）のオーラルケアブランド『ＮＯＮＩＯ』

は、若手アーティストを対象に募集したアートアワード「NONIO ART WAVE AWARD 2021」の

NONIO 賞の作品をパッケージデザインに採用したハミガキとマウスウォッシュを、2022 年 1 月

26 日(水)より全国にて数量限定で発売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

・『ＮＯＮＩＯ』ハミガキとマウスウォッシュのアートパッケージを数量限定発売  

・若手アーティストを対象に募集したアートアワード「 NONIO ART WAVE AWARD 2021」の 

NONIO 賞の作品をパッケージデザインに採用  

 

１．発 売 の 狙 い 

『ＮＯＮＩＯ』は、「アートで、ひらけ、自分。」のテーマのもと、アートに触れることで

自己表現の楽しさ・手軽さを感じてもらうと同時に、自己表現する若手アーティストに活躍

のきっかけを提供するプロジェクト「NONIO ART WAVE」を実施しています。本プロジェクト

の一環として 2021 年に行われたアートアワード「NONIO ART WAVE AWARD 2021」では、若手

アーティストが世に羽ばたくためのきっかけづくりの場として、“「ひらけ、自分。」気持ちの

通うコミュニケーション”をテーマにアート作品を募集しました。 

この度、885 点の応募作品の中から選ばれた NONIO 賞（ペインティング部門、写真部門、

グラフィック・イラストレーション部門）の作品を、『ＮＯＮＩＯ』のハミガキとマウス

ウォッシュのパッケージデザインに採用し、全国にて数量限定で発売いたします。 
 

２．発 売 日 ・ 地 域    ２０２２年１月２６日（水）  全国  
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３．容 量 ・ 価 格 

商 品 名  容  量  小売価格  

ＮＯＮＩＯハミガキ  

（医薬部外品） 

クリアハーブミント 2021 限定デザイン品 
(ライオンデンタルペースト YAa) 

130ｇ 

オープン

価格  

スプラッシュシトラスミント 2021 限定デザイン品 
(ライオンデンタルペースト YBc) 

ピュアリーミント 2021 限定デザイン品 
(ライオンデンタルペースト YBb) 

ＮＯＮＩＯ 

マウスウォッシュ 

（医薬部外品、洗口液） 

クリアハーブミント 2021 限定デザイン品 
(ライオンマウスウォッシュ Ca) 

600mｌ 
スプラッシュシトラスミント 2021 限定デザイン品 
(ライオンマウスウォッシュ Cb) 

ノンアルコールライトハーブミント 

2021 限定デザイン品 
(ライオンマウスウォッシュ Da) 

 

４．商 品 特 長 
 

ＮＯＮＩＯハミガキ  
 

①口臭を効果的に予防するトリプルアクションで、クリアな息を保つ 

アクション１：洗浄成分「炭酸水素ナトリウム」「ポリリン酸ナトリウム」が、口臭の原因

である“菌のかたまり”を落としやすくします。 

アクション２：殺菌成分「ＬＳＳ（ラウロイルサルコシンナトリウム）」が口臭の原因菌を

殺菌し、口臭の発生を防ぎます。 

アクション３：「ブレスリフレッシュ成分（清涼感持続性香料）」配合で、清涼感が持続します。 
 
②イオンクレンジング成分「ポリリン酸ナトリウム」がステインを浮かせて落としやすくし、  

白い歯に導く 
 
③天然ミントを配合。クリアな息を実感できる３つの香味を品揃え 

・すっきり爽やかな「クリアハーブミント香味」： 

  キレのあるサッパリとした冷感とナチュラルなスッキリ感のあるミント香味です。 

・フレッシュで爽快な「スプラッシュシトラスミント香味」： 

 甘すぎないシトラスのフレッシュ感と弾ける刺激が、元気と楽しさを演出します。 

・フルーティでやさしい「ピュアリーミント香味」： 

  フルーティローズの美しい清涼感で、リラックスできる香味です。 

 
ＮＯＮＩＯマウスウォッシュ  
 

①当社独自の「長時間殺菌システム※」で、口臭を長時間防ぐ 

殺菌成分ＣＰＣ「塩化セチルピリジニウム」が 

口のすみずみまでいきわたり、口臭の原因菌を 

殺菌し、増殖を抑えて長時間口臭の発生を防ぎ 

ます。※殺菌成分の効果をストレートに発揮する処方 
 

②「ブレスリフレッシュ成分（清涼感持続性香料）」配合で、清涼感が続いてクリアな息を保つ  

 

③天然ミントを配合。クリアな息を実感できる３つの香味「クリアハーブミント香味」  

「スプラッシュシトラスミント香味」「ノンアルコール  ライトハーブミント香味」を品揃え  
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■「NONIO ART WAVE AWARD 2021」限定デザイン品について 
 

『NONIO マウスウォッシュ クリアハーブミント 2021 限定デザイン品  600ml』 （医薬部外品、洗口液） 

『NONIO ハミガキ クリアハーブミント 2021 限定デザイン品  130ｇ』 （医薬部外品） 

 作者：鮫島ゆい 

『呼び継ぎ（それぞれの土の温度）』 

 

 

 

 

 

 
 
 

NONIO 賞・・・ペインティング部門  

※グランプリも同時受賞               

作品コンセプト： 

「さまざまな要素をもった別々の

絵画を、ひとつの絵画という  

うつわ に仕立てる」というコンセ

プトのもと、継続して発表してい

るシリーズのひとつとして制作した

作品。 

作者コメント：この度は、グランプリと NONIO 賞という大変名誉な賞をいただきありがとうございます。植物と地層とい

う土着的なモチーフを、NONIO の爽やかなイメージを壊さないようはっきりとした色面構成で表現しました。手に取ってく

ださる方々の洗面台が、いつもと少し違った風景に見えてくれれば嬉しいです。  

 
 
 
 

『NONIOマウスウォッシュ スプラッシュシトラスミント 2021限定デザイン品  600ml』 （医薬部外品、洗口液） 

『NONIO ハミガキ スプラッシュシトラスミント 2021 限定デザイン品  130ｇ』（医薬部外品） 

 

作者：春風  

 『雨の隙間』（左）   『雨の反転』（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NONIO 賞・・・写真部門  

作品コンセプト： 

部屋の窓から天気雨を見ている

時。秋、寝ぼけている時に春の匂

いを感じる時。いずれも私にとって

ほのかに明るい、先が広がっていく

ような感覚と結びついています。 

この作品が、私を支えるこの小さな

明かりのように、私以外の誰かの

視線の少し先を照らすことができた

らと思い制作しました。 

作者コメント：朝目覚めた時、気持ちを入れ換えたい時、新鮮な空気を胸に吸い込みます。私は自分の作品が、

日々の深呼吸の代わりとなるように、誰かのそばに寄り添うものになることを願って制作してきました。NONIO を毎日使

う方々の気持ちが、たとえば気持ちの良い風に当たった時のように明るくひらけたものになるのなら、これほど嬉しいことは

ありません。 
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『NONIO マウスウォッシュ ノンアルコールライトハーブミント 2021 限定デザイン品  600ml』 

（医薬部外品、洗口液） 

『NONIO ハミガキ ピュアリーミント 2021 限定デザイン品  130ｇ』（医薬部外品） 

 

作者：前田あいみ（アマエタ） 

『つぶになる』（上） 

『まぶた、残像』（下） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NONIO 賞・・・グラフィック・イラストレーション部門  

※グランプリも同時受賞  

作品コンセプト： 

『つぶになる』：細胞や体から発し

ている熱、自分自身が知らない間

に生まれ変わったり、役目を終えた

り蒸発したりしているものを描きたく

て制作した。さっきまで私の一部で

あったものが 「もの」 になる瞬間に

違和感を感じ、自分の存在の曖

昧さを実感する。 
 

『まぶた、残像』：過ぎ去っていく日

常は平凡で他愛もない。けれど、

見逃してはならない瞬間の連なりだ

と思う。瞬きは、その瞬間を噛み締

めている行為かもしれない。曖昧な

ものごとを一つひとつ取り上げ、味わ

うことで、実感を持って毎日を生き

られるだろう。 

作者コメント：今まで「日常」や「自分」をキーワードに制作してきたので、「ひらけ、自分」というテーマと共に、NONIO

のパッケージとなり、知らない誰かの日常の一部となることに不思議な感覚と喜びを感じます。知らない誰かと一緒に生

きている実感がするからです。貴重な経験をさせていただき、ありがとうございます。  

 
■「NONIO ART WAVE」概要  

 『NONIO』は、対面コミュニケーションをする上で重要となる

「自己表現」に着目し、現代の若い世代に向け自分を表現するこ

との楽しさ・手軽さを、アートを通じて実感してもらいたいとの

思いから「NONIO ART WAVE」のプロジェクトを 2018 年より始動

しました。本プロジェクトでは、若手アーティストの発掘・支援

を目的として、「アートで、ひらけ、自分。」をテーマに「NONIO ART 

WAVE AWARD」を実施し、『NONIO』のハミガキとマウスウォッシュ

のボトルをキャンバスに見立てた商品パッケージデザインの公募を行います。本年は NONIO 賞

を受賞した作品から「NONIO アートパッケージ品」のデザインが採用され、全国で数量限定

にて発売されます。 
 
 「NONIO ART WAVE」ウェブサイト：https://nonio.lion.co.jp/naw/ 
 

       

     以 上 

お問い合わせ窓口   

ライオン株式会社  〒130-8644 東京都墨田区本所１－３－７  

＜報道関係の方＞ コーポレートコミュニケーションセンター ０３－３６２１－６６６１  

＜消費者の方＞  お 客 様 セ ン タ ー ０１２０－５５６－９１３  

『ＮＯＮＩＯ』ブランドサイト  
https://nonio.lion.co.jp/ 

https://nonio.lion.co.jp/naw/

