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「世界の歯科医使用･推奨率 No.1※１の電動歯ブラシ」ブランド

ブラウン オーラルＢの最上位機種「ジーニアス 10000」誕生
海外充電対応、大人の女性に向けたエレガントな新デザイン 2 種が登場！
限定デザイン「マラケシュ」、「オーキッドパープル」
小型家電ブランドのブラウン(Ｐ＆Ｇ、本社：神戸市)はこのたび、充電式電動歯ブラシ「ブラウン オ
ーラルＢ」の最上位機種「ジーニアス 10000」(全 3 色)を 2018 年 11 月 9 日から発売いたします。
「ブラウン オーラル B」のプレミアムモデルである「ジーニアス」シリーズは、2016 年に発売を開
始し、ブランドの代名詞である「丸型ブラシ」による、99.7％アップ※2 の高い歯垢除去力で、多くの消
費者にご愛用いただいております。翌年のデザインモデルの発売開始以降も、大人の女性を中心にご好
評いただいております。
今回「ジーニアス」シリーズから新たに発売となる「ジーニ
アス 10000」は、海外電圧（240Ｖまで）に対応し、海外旅行
や出張など、場所を選ばずに、毎日質の高いデンタルケアを実
現いたします。
さらにカラーラインナップとして、定番のブラックに加え、
新たな女性向けデザインモデル 2 種「マラケシュ」
「オーキッ
ドパープル」が登場いたします。日本限定の「マラケシュ」モ
デルは、世の女性を魅了し続け、歴史深くエレガンスを育んで
きた都市・マラケシュをイメージし、まるで光に透けたような
レース模様をあしらったギフトボックス入り。これからの季節、
1 年間頑張った自分へのご褒美や、年末年始の旅行用としても
最適です。質を重視したプレミアムケアで、大人の女性の
美しく爽やかな口元を実現してまいります。
※1 Ｐ＆Ｇ調べ。世界の歯科医師を対象にした継続的サンプル調査に基づく。
※2 手磨きとの比較。歯垢指数の変化による。

ブラウン オーラルＢ ジーニアス 10000
日本限定「マラケシュ」
（左）/ 「オーキッドパープル」
（右）

【新機能 詳細】
海外電圧(240Ｖまで)対応
ブラウン オーラルＢ ジーニアス 10000 シリーズは 240V まで対応だか
ら、海外充電が可能。充電ケーブルが取り外し可能な仕様となり、ブラ
シ回りをすっきり収納できます。
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【キャッシュバックキャンペーン】
ブラウン オーラルＢ ジーニアス 10000 の発売を記念してキャッシュバックキャンペーンを実施します。発
売前の「ジーニアス 10000」の予約購入特典としてもれなく 10,000 円をキャッシュバックするほか、発売
後も対象製品に応じて最大 3,000 円をキャッシュバックする豪華キャンペーンを実施します。
「もうすぐ誕生！ジーニアス 10000 予約限定 キャッシュバックキャンペーン」
11 月 9 日（金）発売の「ジーニアス 10000」の予約購入特典として 10,000 円をキャッシ
ュバックします。
●対象製品・キャッシュバック金額：「ジーニアス 10000」 10,000 円
●対象予約購入期間：2018 年 10 月 12 日（金）～ 2018 年 11 月 8 日（木）
●応募期間：2018 年 11 月 9 日（金）～ 2018 年 11 月 30 日（金）当日消印有効
「新ジーニアス 10000 発売記念 キャッシュバックキャンペーン」
ブラウン オーラルＢ の購入特典として、ご購入モデルに応じキャッシュバックします。
●対象製品・キャッシュバック金額：「ジーニアス 9000/10000」 3,000 円
「スマート 7000/5000」、「PRO2000」 1,000 円
●対象購入期間：2018 年 11 月 9 日（金）～ 2019 年 1 月 31 日（木）
●応募期間：2018 年 11 月 9 日（金）～ 2019 年 2 月 15 日（金）当日消印有効

【キャンペーン詳細 URL】
もうすぐ誕生！ジーニアス 10000 予約限定 キャッシュバックキャンペーン
（10 月 12 日（金）15:00 ごろ公開予定）
https://www.oralb.braun.co.jp/ja-jp/product-collections/fy1819-pre-cashback
新ジーニアス 10000 発売記念 キャッシュバックキャンペーン
（11 月 9 日（金）15:00 ごろ公開予定）
https://www.oralb.braun.co.jp/ja-jp/product-collections/fy1819-cashback

【製品概要】
「ブラウン オーラル B ジーニアス 10000 マラケシュ」(D7015266XCMK)
【製品名】

「ブラウン オーラル B ジーニアス 10000 オーキッドパープル」(D7015266XCMOP)
「ブラウン オーラル B ジーニアス 10000 ブラック」(D7015266XCMBK)

【特長】

【搭載モード】

独自の「丸型ブラシ」が歯を 1 本 1 本包み込んで高速回転し、水には溶けにく
い歯垢を物理的にこすり落とします。
臨床試験において、歯垢除去力が手磨きと比較して 99.7％向上する※１と実証さ
れました。
プロクリーンモード、舌クリーニングモード、ホワイトニングモード
やわらかクリーンモード、歯ぐきケアモード、クリーンモード

【最大左右反転数】

約 10,500 回/分

【最大上下振動数】

約 48,000 回/分

【歯ぐきに

押し付け防止センサー（スマートリングが 360 度に光ってお知らせ）、過圧コントロー

優しい機能】

ラー、過圧ストッパー

【コーチ機能】
【付属品】

【バッテリー】

ポジション検知機能（アプリ連動で磨き残し箇所のないようにガイド）、歯ぐきガード
機能、2 分間タイマー
やわらか極細毛ブラシ、マルチアクションブラシ、海外充電・スマホ同時充電対応トラ
ベルケース
リチウムイオン電池搭載（12 時間でフル充電、12 日間継続使用可能 *1 日 2 回各 2
分使用した場合）、海外充電対応(240V まで)、本体に充電表示

【体質量】

138g (本体＋歯ブラシ)

【本体寸法】

W29mm x D35mm x H241mm (ブラシを含む)

【価格】

オープン価格

【販売先】

全国のブラウン オーラル B 製品取扱店、インターネット販売

【世界の歯科医使用・推奨率 No.1※2 ブラウン オーラルＢ について】
ブラウン オーラルＢ はデザイン美と機能性を備えた電動歯ブラシのブランドとして全世界で愛用さ
れています。歯科医師や歯科衛生士などオーラルケア専門家からの評価も高く、世界の歯科医使用・
推奨率 No. 1 です。
※1 手磨きとの比較。歯垢指数の変化による。
※2 Ｐ＆Ｇ調べ。世界の歯科医師を対象にした継続的サンプル調査に基づく。

【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、電動歯ブラシ「ブラウン オーラルＢ」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」、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」「ブラウン」など、様々な製品を提供
しています。(http://jp.pg.com/)

