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News Release

2022 年 3 月 1 日

【報道関係各位】

顔からつま先まで。最長６か月*1 全身*2 ツルすべ肌へ*3

最高峰のパワー*4『ブラウン シルクエキスパート』リニューアル︕
～デリケートな VIO 対応～
2022 年 3 月 1 日(火)予約開始 同 4 月より全国にて発売開始
小型家電ブランドのブラウン(Ｐ＆Ｇジャパン合同会社、本社︓神戸市)は、光美容器『ブラウン シルクエキスパート』をリニューアル、202
2 年 3 月 1 日(火)予約開始、同 4 月より全国で発売開始いたします。
サロンで使用されている IPL 方式*5 を採用する『ブラウン シルクエキスパート Pro 5』は、家庭用光美容器で最高峰のパワー*4 を誇り、
最長 6 か月全身ツルすべ肌へ。また、体のパーツ毎に微妙に異なる肌の色にあわせて照射パワーを最適化するパワー自動調節システムを搭
載。デリケートな VIO も、ご自宅で安心してケアすることが可能です。この度のリニューアルでは、家庭用光美容器最高峰のパワー*4 はそのま
まに、どなたでもより簡単に高機能な当製品を最大限活用できる様、モード切り替えボタンのデザインが変更となりました。また付属の収納ポ
ーチも、お手入れ時の気分があがる高級感溢れるフェイクレザーポーチへとデザインが変更、気品のある“レッド”、ナチュラルさが心地よい“アー
スカラー”、シックでクールな“ブラック”、の 3 色が展開されます。
また同時に『ブラウン シルクエキスパート Pro 3』も新たなデザインへとリニューアルし機能もアップグレードされて登場いたします。照射間隔
が最速 1.0 秒だったところ、0.6 秒に。さらにポーチがスウェード素材のボックスポーチにアップグレードされました。
*1
*2
*3
*4
*5

トリートメントスケジュールに従った場合。個人差があります
一部使用できない箇所があります。取り扱い説明書をご確認ください
毛穴が目立たなくなることにより
家庭用光美容器内で
主要サロンで使用されている IPL 方式を搭載

家庭用光美容器市場は、新型コロナウイルス感染予防としてサロンに行くことを控えた層を取り込み、拡大を続けております。昨年 202
1 年 4 月に発売した『ブラウン シルクエキスパート Pro 5』も、値段よりもちゃんとムダ毛ケアの効果があるものを買いたいという消費者のお
悩みに応え好評を頂いております。
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■『ブラウン シルクエキスパート Pro 5』製品特長
家庭用光美容器で最高峰のパワー*4

Ｐ＆Ｇの実施した消費者調査*6 では、家庭用光美容器へのニーズとしてその『ムダ毛ケアの効

果』を重視される方が圧倒的に多いことが分かりました。
『ブラウン シルクエキスパート Pro 5』では、ご家庭でもしっかりとしたムダ毛ケアを実感できるよう

家庭用光美容器最高峰*4 である６J/㎠のパワーを実現しています。そのため、ブラウンなら週に 1
回、4 週間の使用*7 で、すべすべな肌を手に入れることができます。

さらに、トリートメントスケジュールに従い、継続的に照射をしていくことで、最長６か月全身ツルす

べ肌を目指せます。*8

*6 Ｐ＆Ｇ調べ 2017 年 4 月 22-44 歳の女性でサロンのムダ毛処理の利用経験がある/検討している方が対象
*7 ビキニライン、脇、ひざ下でテスト。個人差があります。
*8 個人差があります

主要なサロンと同様のテクノロジーである IPL 方式を採用
『ブラウン シルクエキスパート Pro 5』は、ムダ毛ケアをする際の最適な手法として主要なサロン
でも使用されている IPL 方式を採用しています。ご自宅にいながら安全かつ効率的なムダ毛ケアを
サポートします。

肌の色に合わせて光の強さを自働調節できる「パワー自動調節システム」搭載
「パワー自動調節システム」を搭載し、1 秒間に 80 回肌の色を読み取ってフラッシュの出力量を
毎回のフラッシュごとに自動調節します。サロンではエステティシャンの方が肌の色を見分けてフラッシ
ュの出力量を変えていますが、「パワー自動調節システム」によって、初心者でも常に自分の肌の色
に合った最適なパワーで安心してお手入れが可能です。

デリケートな VIO
ブラウンでは、VIO デリケートゾーンセルフケアの厳しい安全性テストを実施、ご自宅で安心してお
使い頂けます。「パワー自動調節システム」が照射パワーを最適化し、デリケート部分を安全にケアす
ることができます。また、コンパクトヘッド（部分用）*9 や超やわらかフラッシュモードを使用することで、

より安全にお手入れ頂けます。
*9 すべてのモデルには搭載されていません
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照射間隔 最速 0.5 秒で全身の時短ケアが可能
ボタンを押し続けることで連続照射が可能です。照射間隔が最速 0.5 秒と短く、パワーとスピー
ドを両立し、時間をかけずに全身をお手入れ頂けます。両脚のお手入れなら約 5 分で完了します。

【リニューアルポイント】モード切り替えボタンのデザインが変更

『ブラウン シルクエキスパート Pro 5』は、熱量 6J/㎠と家庭用光美容器で最高峰のパワー*4

を持ち、「通常モード」「やわらかモード」「超やわらかフラッシュモード」3 つのモードが選択可能です。
この度のリニューアルでは、モード切り替えボタンのデザインが変更され、わかりやすくどなたでもより簡
単に高機能な当製品を最大限活用できるようになりました。

【リニューアルポイント】高級感溢れるフェイクレザーポーチが付属
付属のポーチが、お手入れ時に気分があがる高級感溢れるフェイクレザーポーチへとデザインが変更されます。気品高い“レッド”、ナチュラル
さが心地よい“アースカラー”、シックでクールな“ブラック”、型番ごとに異なる 3 色で展開いたします。おしゃれで上質なポーチは、ギフトにも最
適です。

【お手入れのスケジュール】
毛の生える周期には、部位によって異なりますが、大きく分けて成長期、退行期、休止期の 3 つの周期があります。現在成長期にある毛
のみが光照射に反応するため、お手入れを数回継続することが必要となります。より効果を実感いただくためにも、使い始めは、1 週間に 1
度のお手入れを 4～12 週間続けていただくことをおすすめします。途中で毛が目立たなくなった場合には、12 週間続ける必要はありません。
必要に応じて、照射を行ってください。
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【製品概要】
製品名

ブラウン シルクエキスパート Pro5

ブラウン シルクエキスパート Pro3

製品画像

※画像は PL5387
型番
本体サイズ H x W x D （㎝）
本体重量 （g）

PL5387/PL5257/PL5243/PL5267/PL5157

PL3133

18.1×7.0×5.0cm

18.1×7.0×5.0cm

275g

275g

コンパクトヘッド、ワイドヘッド

付属品

ジレットヴィーナス女性用カミソリ

コンパクトヘッド

フェイクレザーポーチ

ジレットヴィーナス女性用カミソリ

※ポーチ、カミソリのデザインは型番によって異なります。

ポーチ

※付属ヘッドの種類および数は型番によって異なります。
○

○

（10 段階）

（3 段階）

3 モード

2 モード

お手入れにかかる時間

両足で 5 分

両脚で 7 分

照射間隔

0.5〜0.9 秒

0.6〜0.67 秒

フラッシュ回数

400,000 回

300,000 回

交流式

交流式

オープン価格

オープン価格

パワー自動調整システム
やさしさモード

電源方式
価格

■『ブラウン シルクエキスパート Pro 5』キャッシュバックキャンペーン
キャンペーン名

2022 年 ブラウン光美容器 キャッシュバックキャンペーン

期間

レシート有効期限︓2022 年 3 月 1 日（火）～ 8 月 31 日（水）

内容

対象の商品をお買い上げいただき、バーコード原本とレシート（コピー可）をお送りいただくと、

応募締切︓2022 年 9 月 15 日（木）当日消印有効 ※WEB 応募は 23:59 まで
5,000 円をキャッシュバック。
対象機種

ブラウン シルクエキスパート Pro 5
型番︓PL5267、PL5243、PL5387、PL5257、PL5157

＜Ｐ＆Ｇについて＞
Ｐ＆Ｇは、高い信頼と優れた品質の製品ブランドを通じて、世界中の人々の暮らしに触れ、よりよいものにしています。日本では、電気シ
ェーバー「ブラウン」をはじめとして、衣料用洗剤「アリエール」「ボールド」「さらさ」、柔軟剤「レノア」、エアケア製品「ファブリーズ」、台所用洗
剤「ジョイ」、紙おむつ「パンパース」、吸水ケアブランド「ウィスパー」、ヘアケアブランド 「パンテーン」「ｈ＆ｓ」「ヘアレシピ」、スキンケア製品
「SK-II」、シェーブケアブランド「ジレット」、オーラルケアブランド「Oral-B by Braun」など、様々な製品を提供しています。
(https://jp.pg.com)
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