
 

  

 

 

 

モンダミン 35 周年×ペルソナ 25 周年 

お口の健康を守ろう！ 

アース製薬から 『モンダミン』 と 『ペルソナ』 のコラボデザインが新登場！ 

オリジナルグッズがもらえる 2 つのキャンペーンも同時開催！ 

 

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜）は、洗口液『モンダミン』シリーズの

発売 35 周年を記念して、2022 年 4 月 20 日（水）から人気ゲームシリーズ『ペルソナ』とコラボレーションを

実施いたします。コラボレーションに合わせて『モンダミン』からペルソナ 25 周年コラボデザインを数量限定で発売し、

2 つの「ペルソナ 25 周年×モンダミン 35 周年 お口の健康を守ろう！キャンペーン」を開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【数量限定ペルソナコラボデザイン】 

『モンダミン ペパーミント』、『モンダミン センシティブ』、『モンダミン ストロングミント』、3 アイテムのペルソナ 25 周

年コラボデザインパッケージを作成いたしました。ペルソナ３、ペルソナ４、ペルソナ５の主人公をメインにデザインを

施し、各タイトルのキーとなるモチーフもこっそりと忍ばせた魅力的なデザインです。 

 

2022.4.20 

『モンダミン ペパーミント 1080mL』   （ペルソナ５ デザイン） 

『モンダミン センシティブ 1080mL』   （ペルソナ４ デザイン） 

『モンダミン ストロングミント 1080mL』（ペルソナ３ デザイン） 

（左） 

（中央） 

（右） 
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【商品概要】 

 

【 「ペルソナ 25 周年×モンダミン 35 周年 お口の健康を守ろう！キャンペーン」 概要】 

 

 

 

 

 

 
 

 キャンペーン① Twitter 応募で当たる！ 

キャンペーン期間中のリツイート数に応じて、ペルソナ25周

年×モンダミン 35 周年のオリジナルデザイン QUO カードやミ

ラーなど賞品が増え、グレードアップいたします。キャンペーン期

間内に合計 2.5 万リツイートを達成すると、ペルソナ３、ペル

ソナ４、ペルソナ５の主人公によるオリジナルボイスを、アース

製薬 Twitter 公式アカウントおよび、キャンペーン特設サイト内で期間限定で配信いたします。 

●応募方法 

（1）アース製薬 Twitter 公式アカウント「@EarthOfficialJP」をフォロー 

※ご自身の Twitter アカウントは必ず「公開」に設定してください。 

（2）公式アカウントのキャンペーン投稿をリツイート 

●キャンペーン応募受付期間：2022 年 4 月 20 日（水）～6 月 30 日（木）23 時 59 分まで 

※応募期間内にアース製薬公式 Twitter アカウントをフォローし、対象ツイートをリツイートしたものが有効となります。 

●賞品: 

<合計 1 万リツイート達成> 

ペルソナ 25 周年×モンダミン 35 周年オリジナルデザイン QUO カード（500 円分）：350 名様 

<合計 2 万リツイート達成> 

ペルソナ 25 周年コラボデザインパッケージ商品 3 種 ＋ 

ペルソナ 25 周年×モンダミン 35 周年 オリジナルデザイン ミラー：100 名様 

<合計 2.5 万リツイート達成> 

ペルソナ 25 周年×モンダミン 35 周年 キャンペーン オリジナルボイス配信 3 種 

 

商品名 
モンダミン ペパーミント 

1080ｍL ペルソナデザイン 

モンダミン センシティブ 

1080ｍL ペルソナデザイン 

モンダミン ストロングミント 

1080ｍL ペルソナデザイン 

内容量 1080mL 

分類／販売名 化粧品 洗口液／モンダミン PX4 化粧品 洗口液／モンダミン TW2 化粧品 洗口液／モンダミン SMX4 

効果・効能 口臭の防止、口中を浄化する。 

想定価格 698 円（税込 768 円） 

発売日 

（メーカー出荷日）／場所 
2022 年 4 月 20 日（水）／全国 

【キャンペーンサイト URL】 

https://mondahmin-persona.makers-pts.net/ 

 

ペルソナ 25 周年×モンダミン 35 周年 
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 キャンペーン② モンダミンを買って、当たる！ 

キャンペーン期間中にキャンペーンサイト、または、はがきにて、対象商

品を 1 本以上お買い上げのレシート 1 枚につき、一口としてご応募くださ

い。抽選で 1,000 名様に「ペルソナ 25 周年×モンダミン 35 周年 オリジ

ナルデザイン QUO カード（500 円分）」をプレゼントいたします。 

 

●キャンペーン応募受付期間： 

はがき応募 2022 年 4 月 20 日（水）～6 月 30 日（木）※当日消印有効 

WEB 応募 2022 年 4 月 20 日（水）～6 月 30 日（木）23 時 59 分まで 

●賞品：ペルソナ25 周年×モンダミン35 周年 オリジナルデザイン QUO カード（500 円分）: 抽選で 1,000 名様 

●対象商品：企画品やサイズ違いを含む、モンダミン全商品（下記の商品画像は対象商品の一例です。） 

  

  

  

  

 

 

 

 

●応募方法：対象商品を 1 本以上購入したレシートで、キャンペーンサイト、または、はがきからご応募ください。 

●レシート対象期間：2022 年 4 月 20 日（水）～2022 年 6 月 30 日（木） 

 

【モンダミンとは】 

1987 年、モンダミンは「日本人が毎日使いたくなるような洗口液」をコンセプトに誕生しました。今年で 35 周年

を迎え、現在もおいしさにこだわり、様々な年代のお口のお悩みに合わせた商品開発を行っています。 

 

【「ペルソナ」シリーズとは】 

現代日本の街を舞台に学校生活や友情、恋愛などの身近な出来事を体験しながら、同時に不可思議な噂

や都市伝説などオカルティックな事件に立ち向かうジュブナイル RPG シリーズ。『『ペルソナ』（自分の中に眠る『も

うひとりの自分』が『伝来の神や悪魔』の姿となって出現したもの）に目覚めた少年少女たちが出会い、幾多の困

難に抗い、成長していく物語が描かれます。ルソナ』（自分の中に眠る『もうひとりの自分』が『伝来の神や悪魔』の 

 

 

 

 

【お問い合わせ窓口】 

報道関係の方 ： アース製薬株式会社 広報室                                03-5207-7453 

お   客   様 ： アース製薬株式会社 お客様からお気づきを頂く窓口              0120-81-6456
ﾑ ｼ ｺ ﾛ ﾘ

 

ペルソナ 25 周年×モンダミン 35 周年 
オリジナルデザイン QUO カード 

モンダミン ペパーミント 1080mL 

（化粧品・洗口液） 

販売名：モンダミン PX4 

モンダミン プレミアムケア 1080mL 

（医薬部外品・洗口液） 

販売名：薬用モンダミン D-2 

モンダミン NEXT 歯周ケア 380mL 

（医薬部外品・液体ハミガキ） 

販売名：薬用モンダミン X-10aA 

モンダミン ペパーミント 濃縮タイプ 220mL 

（化粧品・洗口液） 

販売名：モンダミン PC 

モンダミン ホワイトニング 1080mL 

（化粧品・液体ハミガキ） 

販売名：モンダミンホワイトニング 
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