
 

 

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社 

〒651-0088 

神戸市中央区小野柄通 7-1-18 

https://jp.pg.com/ News Release 

2023 年 3 月 2２日 

【報道関係各位】 

 

『ヴィーナス VIO ヘア＆スキン』シリーズから電動トリマーと保湿エッセンスが新登場 

肌にやさしい VIO のトータルケアが実現！理想の VIO へ 

2023 年 4 月 1 日（土）より全国で発売を開始 

〜皮膚科学・産婦人科学テスト済み*1。簡単 3 ステップで、ヒリヒリ感を減らして、なめらかな肌へ〜 

 

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社(本社:神戸市)は、VIO 向けカミソリ売上金額 No.1*2 女性用カミソリブランド「ジレット 

ヴィーナス」から、ヴィーナス史上初*3 となる肌にやさしい VIO のトータルケアが誕生。第一弾では、『ジレット ヴィーナス VIO 

ヘア＆スキン』として、スキンセーフティーバー搭載の『ジレット ヴィーナス VIO ヘア＆スキン カミソリ』と皮膚科学、産婦人科学 

テスト済み*1 の『ジレット ヴィーナス VIO ヘア＆スキン 2 イン 1 クレンザー＋シェーブジェル』を発売しました。第二弾となる 

今回は、『ジレット ヴィーナス VIO ヘア＆スキン 電動トリマー』と『ジレット ヴィーナス VIO ヘア＆スキン 保湿エッセンス』が 

新登場いたします。簡単 3 ステップで、ヒリヒリ感を減らして、なめらかな肌へと導きます。2023 年 3 月 25 日（土）より 

オンラインでの発売を開始、2023 年 4 月 1 日（土）より全国での発売を開始いたします。 

*1 電動トリマーを除く。また、全ての方に皮膚刺激が起きないということではありません/ *2 インテージ SRI データ 女性用カミソリ市場、VIO 向け製品中。 

2022 年４月から 2022 年９月/ *3 国内向け製品内。本製品発売時点において。 電動トリマー及び保湿エッセンスのラインナップ追加により 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、若年層の方を中心として、多くの女性の方の VIO ケアに対する意識が高まっています。実際、アンダーヘアの処理を

していると調査で答えた女性の 8 割以上が、季節を問わず年間を通して処理を行っています*4。 

一方で、VIO ケアに関する悩みは多くあるようです。第一弾の『ジレット ヴィーナス VIO ヘア＆スキン』では、デリケートゾーン

にカミソリを使用して生じる、痛みや赤みなどの肌トラブルの悩みに応える形で、VIO 向けに特化したデリケートゾーンにやさしい

設計のカミソリと、剃る前に使用できる『ジレット ヴィーナス VIO ヘア＆スキン 2 イン 1 クレンザー＋シェーブジェル』で VIO 

ゾーンの洗浄と潤滑成分によって肌を守ることのできる製品を発売しました。 
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この度、ジレットヴィーナスは、さらなる悩みの声に着目しました。それは、上手にデリケートゾーンの毛量を調整できず思うよう

にデザインを整えるのが難しい、剃った後に肌が乾燥してヒリヒリ感を感じるといったものです。そのようなニーズに応えるべく、 

『ジレット ヴィーナス VIO ヘア＆スキン 電動トリマー』と『ジレット ヴィーナス VIO ヘア＆スキン 保湿エッセンス』を新しく発売

します。 

 *4P&G 調べ 

 

■『ジレット ヴィーナス VIO ヘア＆スキン』について 

製品特長 

『ジレット ヴィーナス VIO ヘア＆スキン』シリーズは、ヴィーナス史上初*３肌にやさしい 

トータル VIO ケアができるシリーズです。簡単 3 ステップで、ヒリヒリ感を減らして、 

なめらかな肌へと導きます。 

デザインは白を基調としつつ、カミソリはパステルブルーを、2 イン 1 クレンザー＋ 

シェーブジェル、保湿エッセンスはピンクを差し色として、オシャレかつモダンなデザインに 

仕上げています。 

 

【ステップ１】 VIO にやさしいジェルでシェービング時に肌を保護 

ジレット ヴィーナス VIO ヘア＆スキン 2 イン 1 クレンザー＋シェーブジェル 

VIO ゾーンにやさしいクレンザーとシェーブジェルの 2 イン 1 ジェルでシェービング時、潤滑

効果により肌を保護します。シェーブジェルかつ、クレンザーとして使用することができま

す。皮膚科学、産婦人科学テスト済み*1。 

 

 

【ステップ 2】 VIO ケアのためにデザインされた電動トリマー、カミソリでやさしくシェービング 

(New！) ジレット ヴィーナス VIO 電動トリマー  

本電動トリマーは VIO ゾーンのムダ毛をケアするのに向けて開発されました。 

スキンプロテクトバーによって、サイドの刃が直接肌に当たらないやさしいデザイン設計に 

なっています。  

簡単にムダ毛ケアができ、太く長い毛にも対応し、理想の VIO デザインへ導きます。 

コンパクトで小さく小回りが利くので、扱いやすく持ち運びが便利なのも特徴です。 

 

 

ジレット ヴィーナス VIO ヘア＆スキン カミソリ  

VIO ゾーンは腕や脚の肌よりも弱く荒れやすく毛も硬くカールしています。 

ジレット ヴィーナス VIO ヘア＆スキンのカミソリは、ヴィーナス史上初*3 の 

スキンセーフティーバーが搭載され、刃の圧力を軽減し、肌にやさしくシェービングが 

出来ます。VIO の肌をシェービングによるヒリヒリ感から守ってなめらかな肌へ。 

 

 



 

 

 

【ステップ３】 VIO のシェービング後にしっかり保湿 

(New！) ジレット ヴィーナス VIO 保湿エッセンス  

日常的に使うことで、デリケートゾーンの肌を保湿し、シェービング後の乾燥によるヒリヒリ

感を減らすのを助けます。PH バランス調整済み、皮膚科学、産婦人科学テスト済み

*1 で安心してご使用頂けます。 

 

 

 

美容皮膚科、美容内科 

神島 輪 院長 コメント 

 

VIO ケアのトレンドは年々強まっていますね。VIO シェービングに関して、自宅でケアする方は

多いようですがその悩みは絶えませんね。 

 

神島院長先生がよく聞く！VIO ケアの悩み Top 3! 

1.普通のカミソリで剃ると肌を傷つけてしまい、あまり上手に剃れない。 

2.VIO をデザインしたいけれど、なかなか自分で思うように整えるのは難しい。 

3.剃った後に乾燥してヒリヒリする感じがある。 

 

神島院長先生が答えます！何故難しい？どうすればいいの？ 

1. その原因は、VIO ゾーンの皮膚が腕や脚の肌よりも弱く荒れやすいうえに、毛質は硬く、 

くるくるとしていて剃りにくいためです。だからこそ、VIO ゾーンの肌を守るように特別にデザインされた、肌にやさしいシェービングが

重要なのです。 

 →Venus ブランドの声：Venus VIO ヘア&スキン 2in1 クレンザー＋シェーブジェルの潤滑成分で剃る前に肌をしっかりと保

護できます。またカミソリは、特別にスキンセーフティーバーを採用したカミソリで肌にやさしく剃ることができます！ 

 

2. VIO エリアをデザインする時は最初にトリマーで長さを調整してから、剃り切りたいところをカミソリで剃ると扱いやすくなります。 

 →Venusブランドの声：ヴィーナスから新しく出たVIO電動トリマーは小さいから小回りがきいて、使いやすいのが特徴です！ 

 

3. デリケートゾーンは肌が弱く荒れやすいです。剃った後はしっかりと保湿して、乾燥や肌荒れを防ぎましょう！ 

 →Venus ブランドの声：ヴィーナスから新しく出た VIO 保湿エッセンスは皮膚科、産婦人科学テスト済*1。剃った後しっとりと

保湿することができます。 

 

■VIO ケアに関する Tips やアンケート調査データなどを公式 HP に公開！ 

なかなか、まわりに相談しにくい VIO ケア。VIO ケアの方法や他の女性はどのようにしているのか、気になりますよね。 

ジレットヴィーナスでは、女性の VIO ケア時の不安を取り除き、より楽しく豊かなシェービング体験となるよう、公式 HP にて、 

VIO ゾーンの剃り方や頻度、替刃の交換時期、シェービングにまつわる噂といった How to や Tips、他の女性がどのように、 

どんな形にケアしているかといったアンケート調査データなど、さまざまな情報を掲載予定です。 

是非、VIO ケアの際にご参考にして頂ければと思います。 

 

ウェブサイト公開は 2022 年 3 月 22 日公開予定！さらに上記の様々な情報を日々更新予定。 

 

『ジレット ヴィーナス VIO ヘア＆スキン』製品ページ： 

https://gillette.jp/ja-jp/gillettevenus 

 

https://gillette.jp/ja-jp/gillettevenus


 

 

 

■ジレットヴィーナス VIO ヘア&スキン第一弾で反響を得た、益若つばささんコラボが第二弾も決定！ 

・益若つばささんによる Venus デジタル広告動画を 4 月中旬より配信予定 

・益若つばささんの YouTube 公式チャンネルでコラボ動画を配信予定 

 

■製品概要 

 

製品名 Gillette Venus VIO ヘア＆スキン ［第二弾］ 

内容 
ジレットヴィーナス VIO ヘア＆スキン 

電動トリマー 

ジレットヴィーナス VIO ヘア＆スキン  

保湿エッセンス 

画像 

 

  

 

価格 オープン価格 オープン価格 

 

製品名 Gillette Venus VIO ヘア＆スキン ［第一弾］ 

内容 
ジレットヴィーナス VIO ヘア＆スキン 

カミソリ本体(ハンドル)+替刃 1 コ付 

ジレットヴィーナス VIO ヘア＆スキン  

替刃 3 コ入 

ジレットヴィーナス VIO ヘア＆スキン 

2 イン 1 クレンザー＋シェーブジェル 

画像 

 

  

 

 

価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 

 

＜ジレット ヴィーナスについて＞ 

ジレットヴィーナスは、世界 No.1 の売上を誇る女性用かみそりブランドです。男性用シェーブケアブランド「ジレット」の 120 年以上蓄積され

た技術をいかし、女性のシェービングに特化してデザインされたかみそりは、女性らしい丸みを帯びたデリケートな肌にも寄り添い、なめらかな肌

に仕上げます。今後も女性たちが自分らしく、自信を持って社会で活躍できるよう応援していきます。 

 

＜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、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) 

https://jp.pg.com/

