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お求めはアフターサービスの行き届いた当店で

充電式電池リサイクルに
ご協力を

このマークの製品には、充電式電池を使用しております。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。
ご使用済みの製品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へ
お持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページ（http://www.jbrc.com）をご覧ください。　

ご使用前に、「取扱説明書」を
よくお読みの上、正しくお使いください。

安全に関するご注意

Philips Beauty
Salon Quality for you

「きれい」に差がつく
ホームエステ

フェイスケア
Face care

ボディケア
Body care

株式会社フィリップス・ジャパン
フィリップスサポートセンター

〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

0120-944-859お問い合わせ 受付時間／平日9：00～18：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

Beauty



Discover your beauty.
Every day.

Philips Beauty
Salon Quality for you

自分らしく、美しく。

「美しさ」とは、すべての女性が持っている自分自身を輝かせるための原動力。

忙しい日々の中でも自分らしく輝き続け、美しさを実感するために

フィリップスビューティーのホームケアで、毎日を自分らしく、美しく。
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03 04

● ルメアシリーズ
P05

● サティネルシリーズ
P11

● サテンコンパクト
P10

選べるボディケア

● ビザピュア アドバンス
P15

光 美 容 ボ ディケア 脱 毛シェービング

New

Body care サロン発想のフェイスケア

Lumea Series & Satin Compact & Satinelle Series

Face care
VisaPure Advanced

美 顔 ケ ア ／ 洗 顔 ケ ア

※1-小売金額ベース、光美容器カテゴリーにおいて：2017年 フィリップス調べ　※2-SC1998/70：2013年 フィリップス調べ（n=80）、BRI863/70：2016年 フィリップス調べ（n=48）。

わずか2回※2でなめらか肌を実感 コンパクトで携帯できる 脱毛以外のケアもできる 1台でできる“3ステップ”フェイスケア

※1
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※1光 美 容

Lumea Series

Advanced / Essent ial

2回で実感。使うほど、
なめらかな肌が続く。

※2

ルメアシリーズ

フィリップス ルメアシリーズはわずか2回※2の使用で効果を実感し始め、
4回の使用後には最大75%のムダ毛が目立ちにくくなり、最長で8週間、
なめらかな肌が続きます。※3

※1- 小売金額ベース、光美容器カテゴリーにおいて：2017年 フィリップス調べ　※2- SC1998/70：2013年 フィリップス調べ（n=80）、BRI863/70：2016年 フィリップス調べ（n=48）。　※3- 初回4～5週間の使用後、両脚での計測結果。結果は個人により異なります。

2種類のルメア、あなたはどちらを選びますか?

本格的な
ケアをしたい方に

● サロンでの脱毛を経験したことがある

● 部位に応じた全身のケアをしっかりしたい

● 効果が長く続くものが欲しい

手軽に光美容を
始めたい方に ルメア エッセンシャル

［BRI863/70］

オ ス
ス メ !● 初めて光美容器を使う

● お手入れ時間を短くしたい

● 手に取りやすい価格のものが欲しい

case02

case01

Philips Beauty Quality

ルメアシリーズは肌への
やさしさを追求し、2,000

人以上の女性を対象にテ
ストを行い、皮膚科医と共
同開発しました。

1950年に初代女性用脱毛器を発売して
68年が経ちました。女性の肌を美しく、
なめらかにするような製品の研究、開発に
力を注ぎ、世の中の女性が日々、より美しく
いられるよう努力しています。カミソリのみ 〈2カ月前〉 カミソリ＋ルメア 〈2カ月後〉

わずか2回※2で効果を実感！ 皮膚科医と共同開発
だから安心して使用できる！

68年の歴史をもつ
フィリップスビューティー！

ルメア アドバンス
［SC1998/70］

オ ス
ス メ !

最近友達やSNSの情報で光美容が話題に

なっている。見た目をよくしておきたいしムダ毛で悩
ま

されたくない。サロンは高くて行けないからセルフケ

アで手を出しやすい価格の製品を試してみたい!

夏は肌の露出が増えるからムダ毛は常に処理

しておきたい。最近は仕事がいそがしくてサロンに

通う時間もとれないから自宅で簡単にできる効

果的で安全な製品が欲しい！
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SC1998/70

光美容器

ルメア
アドバンス

本格的に全身のお手入れ

〈からだ用〉
からだ用はお手入れを素早くで
きる大きな照射ウィンドウ

〈顔用〉
肌の敏感な箇所に安全に使え
る顔用アタッチメント

BRI863/70

光美容器

ルメア
エッセンシャル

New

光美容器がはじめての方に

ビキニエリア用
アタッチメント

顔用
アタッチメント

からだ用
アタッチメント

アタッチメント

33
連射機能

顔・からだ用

　 安心センサー／　 肌色センサー1 2

1

2

READY（準備完了）ランプ

連射機能

顔・からだ用

※上記の所要時間はフィリップス社実施のテストにより計算された時間です。
実際の処理時間には個人差があります。
※目の周り、 眉毛の周りには使用しないでください。
※毛髪やヒゲにはお使いになれません。

選べるアタッチメント
使用箇所に応じて選べるアタッチメントで、
顔、ワキ、腕、脚、ビキニラインまで幅広く効
果的にお手入れできます。

安心設計
「安心センサー」で肌に正しく当たると「READY
（準備完了）ランプ」が点灯してお知らせします。ま
た、本製品仕様に肌の色が合わないと照射をス
トップする「肌色センサー」付きの安心設計です。〈ビキニエリア用〉

ビキニエリアのお手入れには専
用アタッチメント

※顔用アタッチメントは、有害な紫外線をカットする特殊光
フィルターを採用しています。顔の頬骨よりも下の部分（鼻
下、あご、もみあげ）のお手入れに適しています。

ビキニエリア用からだ用

1分

顔1 脚2 脚2

からだ用顔用
8～14分

ワキ3 ビキニエリア4

1分 4分

［ お手入れの所要時間例 ］

スマートスキンセンサー機能
肌の色と照射レベルが合わないと照射をストップ
する 「肌色センサー」に加えて、肌の色に合わせて
照射レベルを自動で判別する機能付き。ケアする
部分ごとに最適なレベルをスムーズにセッティング
でき、全身ケアがより快適になります。

お手入れが50%スピードアップ
大きくなった照射ウィンドウと照射スピードUPで
お手入れ時間が50%短縮※されました。

※当社旧製品SC1984/70との比較
　（両膝下脚のケアが約22分から約10分に短縮）

※上記の所要時間はフィリップス社実施のテストにより計算された時間です。
実際の処理時間には個人差があります。
※目の周り、 眉毛の周りには使用しないでください。
※毛髪やヒゲにはお使いになれません。

1分

顔1 脚2

5～8分

ワキ3 ビキニエリア4

1分 1分

［ お手入れの所要時間例 ］1

33

4

2

1

33

4

2

なめらかな肌が長続き。
顔、からだ、ビキニエリア用アタッチメント付き。

コンパクトで軽い。
持ちやすく、お手入れしたい箇所に簡単に届く。

50
SPEED

％
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※一度お手入れをした後は、最低2週間は使用しないでください。 過度にお手入れをしても効果は変わらず、肌トラブルの危険性が高まります。

手軽に全身をお手入れ。
お手入れ頻度の目安

Lumeaの使い方

※1ブロック1週間

1ヵ月

お休み

2ヵ月

［その後］ 4～8週間の間隔（BRI863/70は4週間ごと）［最初の2～3ヵ月］ 2週間ごと
1回 1回 お休み お休み1回 1回 お休み

カミソリなどできれい
に除毛します。

電源を入れ、肌の色や毛の色、
敏感さに合った照射レベルを5
段階から選びます。

step 1 step 2

READY（準備完了）ランプが
点灯したら、照射ボタンを押し
ます。照射したらボタンを押し
たまま次の箇所にスライドさ
せます。

step 4

レディスシェーバー
「サテンコンパクト」の詳細　　P10へ

除毛におすすめ

アタッチメント交換不要
耐久性の高いアタッチメントのた
め交換が不要です。また、照射時
のジェルも不要なので追加購入は
一切ありません。

掃除用クロスで拭くだけのかん
たんお手入れ。

メンテナンスもシンプル

安心センサーが、肌にやさしく
接触するよう直角に当てます。

step 3

※肌が特にやわらかい部位や骨ばった部
位には、安心センサーがしっかり当たる
よう押し当てます。

Philips Beauty Quality

各部位に適したアタッチメントで細部まで残さず除毛。

きれいに剃れる。
うぶ毛も0.1mmまでカット。

8mm
狭い鼻下や眉のお手入れに
便利な顔用アタッチメント
※HP6393/00のみ付属

26mm
広い箇所に便利な
からだ用アタッチメント
※HP6393/00・HP6392/00に付属

鼻下 眉下

おでこ 眉

ワキ 腕・脚 ワキ 腕・脚

便利な付属品

トリミングコーム
（2mm/4mm）

専用ポーチピンセット

26mm
8mm

26mm

HP6393/00

フェイス／
ボディシェーバー

サテンコンパクト

HP6392/00

ボディシェーバー

サテンコンパクト

電池式 電池式

シェービング

コンパクトデザインで、携帯にも便利！

Satin Compact

サテンコンパクト

手間もかからない、
シンプルに扱える設計

ご注意
ください

●耳、乳首、乳輪、へそ内部、外陰部、膣部、肛門、男性はこれらに加えて顔全体（ヒゲなどを含む）、男性器には使用できません。
●サンバーン（日焼けによる皮膚の赤み・炎症）のある時、人工的なタンニング（日焼け）をした後、また日焼けをしてから2週間以
内はこの製品を使用しないでください。
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耐久性の高いアタッチメントのた
め交換が不要です。また、照射時
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step 3
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位には、安心センサーがしっかり当たる
よう押し当てます。

Philips Beauty Quality

各部位に適したアタッチメントで細部まで残さず除毛。
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おでこ 眉

ワキ 腕・脚 ワキ 腕・脚

便利な付属品

トリミングコーム
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専用ポーチピンセット

26mm
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26mm
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手間もかからない、
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ご注意
ください

●耳、乳首、乳輪、へそ内部、外陰部、膣部、肛門、男性はこれらに加えて顔全体（ヒゲなどを含む）、男性器には使用できません。
●サンバーン（日焼けによる皮膚の赤み・炎症）のある時、人工的なタンニング（日焼け）をした後、また日焼けをしてから2週間以
内はこの製品を使用しないでください。



BRE650/00

ボディケア脱毛器

サティネル
プレステージ

BRE630/00

脱毛器

サティネル
アドバンス

腕や脚に加え、付属キャップを使い分けてワキの下、ビキニラインなどの
デリケートな部分や顔といった全身※2に使用できます。

短い毛をしっかり捉えて全身※2の脱毛ケア

微細な凹凸のある肌にやさ
しいセラミックディスクで短
い毛もしっかり捉えます。

セラミックディスク

ウェット&ドライ※4

お肌が濡れた状態でも使用
できるので、入浴の時などに
も使えます。

4 2 m mの幅広ヘッドで、
広範囲をすばやく脱毛でき
ます。

幅広ヘッド

S字ハンドル
S字型のハンドルは、持ち手
部分が長く手になじみ、持ち
やすい設計です。

一体型ライト
脱毛ヘッドには手元を照らす
一体型ライトを搭載。毛の取
り残しを防ぎます。

寝ている毛も、起こしてつま
むツイーザーで毛の取り残
しを防ぎます。

ツイーザー

※1- BRE650/00のみ。　※2- シェービングは顔を除く。　※3- BRE650/00のみ付属（BRE630/00には使用できません）。また使用
する際は、髪の毛が巻き込まれないようにご注意ください。　※4- 本体は防水加工をしておりますが、水や液体の中に浸けないでください。

使 い や す い 設 計

脱 毛 器 と し て の 実 力

〈 Satinelle Series共通 〉

1 1 12

ボディケア脱毛

Philips Beauty Quality

［除毛・脱毛ケア］ ［角質ケア］
シェービングヘッド、
脱毛ヘッドで全身※2の
除毛・脱毛ができます。

からだ用角質ケアブラ
シ※3で、ひじ・ひざ・か
かとなどに溜まった古
い角質を除去できます。

［タッピングケア］
からだ用タッピング
ヘッド※3で、腕や脚に
心地よい刺激のタッピ
ングケアができます。

1台で、3つのケア※1を叶えてくれる多機能な脱毛器！

1台で3つのケアを叶える
多機能モデル

ムダ毛ケアに
特化したモデル

肌なめらか、1台3役のボディケア脱毛器。
※1

※3 ※3

Satinelle Series

Prestige / Advanced

サティネルシリーズ
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13 14

シェービングヘッド シェービングコーム からだ用角質ケアブラシ
保護キャップ

からだ用タッピングヘッド※2

サティネル
プレステージ

BRE650/00

サティネル
アドバンス

BRE630/00

サティネル付属アタッチメント　アタッチメントを使い分けて幅広いボディケアに活用できます。

シェービングヘッド顔用キャップ デリケートゾーン用キャップローラーキャップ

スキンストレッチキャップ※2脱毛ヘッド

脱毛ヘッド

2方向に動かせるシェービングヘッド
により、腕、脚、ワキの下など、体の
さまざまな箇所に使用できます。

2方向に動かせるシェービングヘッド
により、腕、脚、ワキの下など、体の
さまざまな箇所に使用できます。

痛みにくい、やさしいケアを
行ないたい場合に用いる
脱毛ヘッド用のキャップ。

ローラーキャップ
やさしくローラーで
皮膚を刺激しながら
脱毛します。

やさしくローラーで
皮膚を刺激しながら
脱毛します。

顔用キャップ
12mmと幅がより短く、
額、頰、口まわりのうぶ毛の
脱毛に適しています。

12mmと幅がより短く、
額、頰、口まわりのうぶ毛の
脱毛に適しています。

デリケートゾーン用キャップ
ワキの下やビキニラインなど、
デリケートな部分のお手入れに

適しています。

ワキの下やビキニラインなど、
デリケートな部分のお手入れに

適しています。

毛を3mmの長さに
切りそろえることができる、

シェービングヘッド用のコームです。

シェービングコーム
毛を3mmの長さに切りそろえ
ることができる、シェービング
ヘッド用のコームです。

からだ用角質ケアブラシ※2

音波振動と回転運動のダブルアクションで、
ひじ、ひざ、かかとなどの角質ケアが可能。

※約3カ月ごとの交換をおすすめします。［品番：BRE394/20］

エステティシャンのフィンガータッピングの
ような動きで、体を引き締めます。
※別売はしておりません。

▶ 痛みを抑えたお手入れでなめらかな肌へ。

脱 毛 ケ ア

▶ 痛みを抑えたお手入れでなめらかな肌へ。 ▶ 全身※1の除毛や脱毛前のお手入れに。

脱 毛 ケ ア

▶ ひじ・ひざ・かかとの古い角質や皮脂汚れのお手入れに。

角 質 ケ ア※2

▶ 全身※1の除毛や脱毛前のお手入れに。

シェービングケア

シェービングケア

▶ 心地よい刺激でハリ・ツヤのある肌へ。

タッピングケア※2

※1-  顔を除く。　
※2- BRE650/00のみ付属（BRE630/00には使用できません）。
　また使用する際は、髪の毛が巻き込まれないようにご注意ください。
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Philips Beauty Quality

SC5363/10

美顔器／洗顔ブラシ

センシティブキット

ビザピュア
アドバンス

洗顔 タッピング 目元ケア

自宅でできる「本格フェイシャルエステ」

装着したヘッドをハンドルが自動で認識。ヘッドご
とに設定された回転&振動プログラムを自動で実
行するので、煩わしい設定の必要がなく快適にス
キンケアを楽しめます。

NFC※2を搭載したヘッド自動認識機能
乾きやすいUゾーンと脂っぽくなりやすいＴゾーンそれぞれに合っ
た、洗顔プログラムを洗顔ブラシに搭載。約500人の女性に行った
試験データをもとに、回転スピード、振動、お手入れ時間を最適化し
ました。敏感肌の方にも安心で効果的な洗顔を実現します。

NFC※2に対応した洗顔ブラシ

フレッシュアイヘッド
NFC※2

タッピングヘッド
NFC※2

ビザピュア アドバンス

1台で洗顔から引き締めまで。
ハリと透明感ある肌へ。

透明感 ツヤ感 ハ リ 引き締め

NFC※2

インテリジェントブラシ
敏感肌用

手洗顔だけでは落としにくい毛穴の汚れも
やさしくしっかりOFF!

ヘッドを替えるだけで、フェイスラインと
目元の肌の引き締めケアもできる！

古い角質が除去されて、
化粧水がぐんぐん浸透※1する！

美顔ケア／洗顔ケア

音波振動

回転回転

音波振動×回転の
ダブルアクション
音波振動と回転を組み
合わせた3Dの動きで洗
顔ケア、タッピングケア、
目元ケアにより良い効
果をもたらします。

ダブルアクションダブルアクション

防水防水

※3

ゆらぎやすく

敏感な肌に最適な

洗顔プログラムを搭載！VisaPure Advanced

3つの機能

敏感肌
タイプ

ダブル
アクション
ダブル
アクション

ダブル
アクション
ダブル
アクション

ダブル
アクション
ダブル
アクション

CoolCool
クーリング
効果

クーリング
効果

プロエステティシャンが繰り出す、繊細な指の動き
“タッピング”によるドレナージュ効果を再現できるよ
う設計された「タッピングヘッド」。肌にハリをもたら
し、フェイスラインの肌を引き締めます。

フェイスラインの肌を引き締める
【タッピングヘッド】

むくみがちな目元の肌を、音波振動と
クーリング効果で引き締め、スッキリとし
た印象の目元へと導きます。

目元をスッキリさせる
【フレッシュアイヘッド】

音波振動と回転を組み合わせた3Dの動きで、手で
は落としにくい汚れを毛穴の奥から浮き立たせて除
去し、肌に透明感をもたらします。

クリアな素肌をつくる
【洗顔ブラシ】

※1- 角質層まで。　※2- NFC（Near Field Communication）：国際標準規格として承認された近距離無線通信技術。　※3- IEC（国際電気標準会議）の定める防水・防塵の保護規格 IPX7相当（充電スタンドを除く本体）。

【インテリジェントブラシ 敏感肌用】
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クリアな素肌をつくる洗顔ケアと、
お肌の“ハリ” に効果的な美 顔ケア。

洗顔
〔洗顔ブラシ使用〕

日本人の美容専門家と共同開発
タッピングプログラムと目元ケアプログラムは、プロのエステ
ティシャンの技術からヒントを得て、世界と日本で活躍する美
容専門家と共同で開発されました。

タッピング
〔タッピングヘッド使用〕

目元ケア
〔フレッシュアイヘッド使用〕

AfterBefore

洗顔ブラシ、タッピングヘッドとフレッシュアイヘッドを使用し、わずか5分間で、目じり、ほほ、
口元、あごに効果が見られました。　※2015年 フィリップス調べ。

より効果を高める
ビザピュア アドバンスを使ったスペシャルメソッド！

1分

［ 洗顔プログラム ］

●Skinzone Timer

15～20秒3

15～20秒2

15～20秒1

顔を3つのスキンゾーン「右頬」「左頬」「おでこ」に分け、1つのスキンゾーンあたり
15秒～20秒ごとに洗顔します。 ※普段お使いの洗顔料が使用できます（刺激の強
い化学物質や粗い粒子を含んだ洗顔料、スクラブ入りまたはピーリング作用のあ
る洗顔料などを使用しないでください）。

❶口角から耳に向かって、3つのポイントにヘッドを軽く押し当てながら移動させます（各10秒）。
❷小鼻の横から頬骨に沿って、3つのポイントにヘッドを軽く押し当てながら移動さ
せます（各10秒）。
❸高速設定に切り替え顔全体をタッピングします。
❹顔の反対側にも❶～❸を行います。

ビザピュア アドバンスで、

本格的なフェイシャルエステを体感。

手洗顔では落としにくい毛穴の
汚れまで、ブラシでやさしく落と
します。
※ブラシの種類によって洗顔プログラムは異なります。

ビザピュア 検索〈 詳細はこちらから 〉

落 と す 引 き 締 め る ❶ 引 き 締 め る ❷

step step step

ご愛用のクリーム・オイル・ジェルなどを手によくなじませ、温めてから顔全体に塗布します。

3分

［ タッピングプログラム ］

エステティシャンのフィンガー
タッピングをヒントに、手では再
現できない毎分750回のタッピ
ングケアで、フェイスラインの肌
を引き締めます。

※タッピングケアは週2、3回を目安に
行ってください。

30秒

［ 目元ケアプログラム ］

1秒間に120回も振動するナノ振
動と冷感素材のヘッドによるクー
リング効果で、スッキリした印象
の目元にします。

●タッピングヘッドの使いかた

step step

❶アイポケットの目頭から目尻までの3つのポイントに、軽くヘッドをあてます。
1秒あたり120回のナノ振動で肌をやさしく整えます。

❷眉頭のアイホールにヘッドをぴったりあて、目尻にかけて3つのポイントにやさしく
あてていきます。
❸もういちど、❶の3つのポイントにやさしくヘッドをあてます。
※仕上げに、手で顔全体を上に引き上げるようにするとより効果的です。

ご愛用のクリーム・オイル・ジェルなどを手によくなじませ、温めてから顔全体に塗布します。
●フレッシュアイヘッドの使いかた

1
1 2
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ビザピュアは使い方カンタン、肌にやさしい。

〈 洗顔ブラシの使用方法 〉

メイクを落とし、顔全体を水でしっかり濡らします。

ブラシを十分に濡らしてから電源を入れ、
スピードを低速（1回押し）･高速（2回押し）の
2段階から選びます。

水でやさしく、泡を残さず洗い流します。

手のひらで洗顔料を泡立て、顔全体にのせます
（または、ブラシに直接洗顔料をつけます）。
ブラシをやさしく肌に当て、顔の中心から外側へ
水平に動かします。

肌タイプやコンディションにあわせて選べる洗顔ブラシと、 美顔ケアのアドバンス用ヘッド

ビザピュア用
洗顔ブラシ／ヘッド一覧

毎朝 毎朝 毎朝

SC6020/00

【ノーマル肌用ブラシ】

オイリー肌、普通肌の人に

洗浄力：
毛の細さ：普通

【毛穴ディープクレンジングブラシ】

毛穴の目立ちが気になる人に

洗浄力：
毛の細さ：細い

洗浄力：
毛の細さ：普通

SC6021/00

【敏感肌用ブラシ】

デリケートな肌の人に

洗浄力：
毛の細さ：細い

SC6024/00
【アクネブラシ】

吹き出物やにきびの予防に

洗浄力：
毛の細さ：ごく細

毎晩

SC6026/00

毛穴の汚れをしっかり洗浄。

週 1回 週2～3回

毛穴の汚れをやさしく洗浄。

SC6011/00

インテリジェントブラシ
敏感肌用

デリケートな肌の人に
敏感肌に合った

洗顔プログラムを搭載。
タッピングプログラムで
週2～3回のケアを。

目元ケアプログラムで
毎日1回のケアを。肌トラブルのもとを除去。 1日の汚れと

毛穴トラブルの原因を除去。

SC6022/00

SC6060/00 SC6040/00
【エクスフォリエーションブラシ】

古い角質を徹底除去したい時に
スクラブ効果で

気になる毛穴をすっきりケア。

【タッピングヘッド】 【フレッシュアイヘッド】

フェイスラインの肌を引き締める 目元をスッキリさせる

〈NFC※5対応ヘッド〉（SC5363/10に同梱）

交換の目安

【 】

『ビザピュア』は手洗顔の10倍の洗浄力※1

毛穴よりも細かい
毛先のブラシが、
手では落としにく
い毛穴の汚れや
古い角質をすっき
り除去します。

古い角質をすっき
り除去することで、
透明感と洗顔後の
スキンケア成分の
浸透※2を高めます。

手洗顔に比べて肌へ
の圧力は約半分※4。
やさしいタッチできめ
細やかに洗浄します。

生卵が割れないほどのやさしい洗い心地スキンケアの浸透※2が 1.3倍速※3

肌の状態にあわせて2段階のスピード設定でケアできる！

たったの1分間で洗顔完了、洗いすぎを防ぐ
「スキンゾーンタイマー機能」で、カンタン・安心！

しっかり洗う ディープクレンジング
モード（高速設定） やさしく洗う ジェントルクレンジング

モード（低速設定）

さらに！さらに！

洗顔ブラシイメージ図洗顔ブラシイメージ図手洗顔手洗顔 ビザピュアビザピュア

※1- 洗顔料を使用して手洗顔でメイクを落とした場合とのメイク汚れの残量比較。（ノーマル肌
用ブラシ使用）　※2- 角質層まで。　※3- 角質層への浸透速度。 2014年フィリップス調べ。　
※4- 2014年 フィリップス調べ（ノーマル肌用ブラシ使用、低速設定モードで20秒間押しあてた
結果）。 押しあてる力には、個人差があります。　※5- NFC（Near Field Communication）：
国際標準規格として承認された近距離無線通信技術。 ※6- 刺激の強い化学物質や粗い粒子を
含んだ洗顔料、スクラブ入りまたはピーリング作用のある洗顔料などを使用しないでください。

スキンケア効果がアップし、透明感のある肌へ導くビザピュアのブラシヘッド

60
sec.

普段お使いの
洗顔料が
使えます！

※6

●洗顔ブラシ：使用開始～3ヵ月

●タッピングヘッド／
　フレッシュアイヘッド：使用開始～1年

※エクスフォリエーションブラシ交換の
目安は6ヵ月です。
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● 付属アタッチメント／顔用・からだ用アタッチメント
● 付属品／保護キャップ・クリーニングブラシ・アルカリ乾電池単4形 1本・
　　　　  トリミングコーム（2mm/4mm）・ピンセット・専用ポーチ
● 電源方式／乾電池式（アルカリ乾電池単4形 1本）
● 使用時間（使用回数）／約60分使用可能
　　　　　　　　　　　（1回につき5分間で約12回使用可能）
● サイズ／W20×D22×H160mm

サテンコンパクト
HP6393/00 （ホワイト）

ルメア アドバンス 
SC1998/70 （シャンパンゴールド）
● 付属アタッチメント／顔用・からだ用・
　　　　　　　　　　ビキニエリア用アタッチメント
● 付属品／専用ポーチ・電源アダプタ・掃除用クロス
● 電源方式／交流式（専用電源アダプタ使用）
● 電圧／AC100-240V（50/60Hz） 
● サイズ／W92×D140×H177mm

サティネル アドバンス 
BRE630/00 （ラベンダー×ホワイト）
● 2種類のスピード設定／高速設定・低速設定　
● 付属ヘッド／脱毛ヘッド・シェービングヘッド　
● 付属品／顔用キャップ・デリケートゾーン用キャップ・
　　　　　ローラーキャップ・シェービングコーム・
　　　　　クリーニングブラシ・収納用ポーチ・充電アダプタ　
● 電源方式／充電式（専用充電アダプタ使用）
● 電圧／AC100-240V（50/60Hz）
● 充電時間／約1時間30分  
● 使用時間／約40分使用可能　
● 防水仕様／お風呂での使用可・本体丸洗い可
　　　　　　※ただし、本体を水に長時間浸さないでください
● サイズ／W55×D38×H155mm（脱毛ヘッド装着時）

サティネル プレステージ 
BRE650/00 （シャンパンゴールド×ホワイト）
● 2種類のスピード設定／高速設定・低速設定　
● 付属ヘッド・ブラシ／脱毛ヘッド・シェービングヘッド・
　　　　　　　　　   からだ用タッピングヘッド・
　　　　　　　　　   からだ用角質ケアブラシ・
　　　　　　　　　   カップリングユニット
● 付属品／顔用キャップ・デリケートゾーン用キャップ・
　　　　　ローラーキャップ・スキンストレッチキャップ・
　　　　　シェービングコーム・からだ用角質ケアブラシ保護キャップ・
　　　　　クリーニングブラシ・収納用ポーチ・充電アダプタ
● 電源方式／充電式（専用充電アダプタ使用）
● 電圧／AC100-240V（50/60Hz）
● 充電時間／約1時間30分   ● 使用時間／約40分使用可能　
● 防水仕様／お風呂での使用可・本体丸洗い可
　　　　　　※ただし、本体を水に長時間浸さないでください
● サイズ／W55×D38×H155mm（脱毛ヘッド装着時）

● 付属アタッチメント／からだ用アタッチメント
● 付属品／保護キャップ・クリーニングブラシ・アルカリ乾電池単4形 1本
● 電源方式／乾電池式（アルカリ乾電池単4形 1本）
● 使用時間（使用回数）／約60分使用可能
　　　　　　　　　　　（1回につき5分間で約12回使用可能）
● サイズ／W20×D22×H160mm

サテンコンパクト
HP6392/00 （ブラック）

2年間保証

フィリップスビューティー全製品は、2年間保証ですので、
安心してお求めください。（本体、充電アダプタ、電源アダプタのみ対象）

ビザピュア アドバンス センシティブキット
SC5363/10（パールピンク）
● 2種類のスピード設定／高速設定・低速設定
● 付属ブラシ・ヘッド／インテリジェントブラシ敏感肌用・
　　　　　　　　　　タッピングヘッド・フレッシュアイヘッド
● 付属品／ブラシ用保護キャップ・充電スタンド・充電アダプタ・
　　　　　アタッチメント用トレー・ポーチ
● 電源方式／充電式（専用充電アダプタ使用）
● 電圧／AC100-240V（50/60Hz） 
● 充電時間／約6時間
● 使用時間／約60分使用可能（洗顔ブラシ：1回につき1分間、
　　　　　　タッピングヘッド：1回につき3分間、
　　　　　　フレッシュアイヘッド：1回につき30秒間）
● 防水仕様／お風呂での使用可・本体丸洗い可
　　　　　 （充電スタンドは除く）
　　　　　　※ただし、本体を水に長時間浸さないでください
● サイズ／W45×D45×H200mm（充電スタンドは除く）

ルメア エッセンシャル 
BRI863/70 （ラベンダー）
● 付属品／専用ポーチ
● 電源方式／交流式
● 電圧／AC100-240V（50/60Hz） 
● サイズ／W68×D169×H45mm

製品仕様一覧

Body care ボディケアPhilips Beauty
Salon Quality for you

Philips Beauty
Salon Quality for you

Face care フェイスケア

※サテンコンパクトは除く。
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● 付属アタッチメント／顔用・からだ用アタッチメント
● 付属品／保護キャップ・クリーニングブラシ・アルカリ乾電池単4形 1本・
　　　　  トリミングコーム（2mm/4mm）・ピンセット・専用ポーチ
● 電源方式／乾電池式（アルカリ乾電池単4形 1本）
● 使用時間（使用回数）／約60分使用可能
　　　　　　　　　　　（1回につき5分間で約12回使用可能）
● サイズ／W20×D22×H160mm

サテンコンパクト
HP6393/00 （ホワイト）

ルメア アドバンス 
SC1998/70 （シャンパンゴールド）
● 付属アタッチメント／顔用・からだ用・
　　　　　　　　　　ビキニエリア用アタッチメント
● 付属品／専用ポーチ・電源アダプタ・掃除用クロス
● 電源方式／交流式（専用電源アダプタ使用）
● 電圧／AC100-240V（50/60Hz） 
● サイズ／W92×D140×H177mm

サティネル アドバンス 
BRE630/00 （ラベンダー×ホワイト）
● 2種類のスピード設定／高速設定・低速設定　
● 付属ヘッド／脱毛ヘッド・シェービングヘッド　
● 付属品／顔用キャップ・デリケートゾーン用キャップ・
　　　　　ローラーキャップ・シェービングコーム・
　　　　　クリーニングブラシ・収納用ポーチ・充電アダプタ　
● 電源方式／充電式（専用充電アダプタ使用）
● 電圧／AC100-240V（50/60Hz）
● 充電時間／約1時間30分  
● 使用時間／約40分使用可能　
● 防水仕様／お風呂での使用可・本体丸洗い可
　　　　　　※ただし、本体を水に長時間浸さないでください
● サイズ／W55×D38×H155mm（脱毛ヘッド装着時）

サティネル プレステージ 
BRE650/00 （シャンパンゴールド×ホワイト）
● 2種類のスピード設定／高速設定・低速設定　
● 付属ヘッド・ブラシ／脱毛ヘッド・シェービングヘッド・
　　　　　　　　　   からだ用タッピングヘッド・
　　　　　　　　　   からだ用角質ケアブラシ・
　　　　　　　　　   カップリングユニット
● 付属品／顔用キャップ・デリケートゾーン用キャップ・
　　　　　ローラーキャップ・スキンストレッチキャップ・
　　　　　シェービングコーム・からだ用角質ケアブラシ保護キャップ・
　　　　　クリーニングブラシ・収納用ポーチ・充電アダプタ
● 電源方式／充電式（専用充電アダプタ使用）
● 電圧／AC100-240V（50/60Hz）
● 充電時間／約1時間30分   ● 使用時間／約40分使用可能　
● 防水仕様／お風呂での使用可・本体丸洗い可
　　　　　　※ただし、本体を水に長時間浸さないでください
● サイズ／W55×D38×H155mm（脱毛ヘッド装着時）

● 付属アタッチメント／からだ用アタッチメント
● 付属品／保護キャップ・クリーニングブラシ・アルカリ乾電池単4形 1本
● 電源方式／乾電池式（アルカリ乾電池単4形 1本）
● 使用時間（使用回数）／約60分使用可能
　　　　　　　　　　　（1回につき5分間で約12回使用可能）
● サイズ／W20×D22×H160mm

サテンコンパクト
HP6392/00 （ブラック）

2年間保証

フィリップスビューティー全製品は、2年間保証ですので、
安心してお求めください。（本体、充電アダプタ、電源アダプタのみ対象）

ビザピュア アドバンス センシティブキット
SC5363/10（パールピンク）
● 2種類のスピード設定／高速設定・低速設定
● 付属ブラシ・ヘッド／インテリジェントブラシ敏感肌用・
　　　　　　　　　　タッピングヘッド・フレッシュアイヘッド
● 付属品／ブラシ用保護キャップ・充電スタンド・充電アダプタ・
　　　　　アタッチメント用トレー・ポーチ
● 電源方式／充電式（専用充電アダプタ使用）
● 電圧／AC100-240V（50/60Hz） 
● 充電時間／約6時間
● 使用時間／約60分使用可能（洗顔ブラシ：1回につき1分間、
　　　　　　タッピングヘッド：1回につき3分間、
　　　　　　フレッシュアイヘッド：1回につき30秒間）
● 防水仕様／お風呂での使用可・本体丸洗い可
　　　　　 （充電スタンドは除く）
　　　　　　※ただし、本体を水に長時間浸さないでください
● サイズ／W45×D45×H200mm（充電スタンドは除く）

ルメア エッセンシャル 
BRI863/70 （ラベンダー）
● 付属品／専用ポーチ
● 電源方式／交流式
● 電圧／AC100-240V（50/60Hz） 
● サイズ／W68×D169×H45mm

製品仕様一覧

Body care ボディケアPhilips Beauty
Salon Quality for you

Philips Beauty
Salon Quality for you

Face care フェイスケア

※サテンコンパクトは除く。
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■製品には保証書を添付しておりますので大切に保管してください。尚、店名、ご購入年月日の記載の無いものは無効となります。　■補修用性
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お求めはアフターサービスの行き届いた当店で

充電式電池リサイクルに
ご協力を

このマークの製品には、充電式電池を使用しております。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。
ご使用済みの製品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へ
お持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページ（http://www.jbrc.com）をご覧ください。　

ご使用前に、「取扱説明書」を
よくお読みの上、正しくお使いください。

安全に関するご注意

Philips Beauty
Salon Quality for you

「きれい」に差がつく
ホームエステ

フェイスケア
Face care

ボディケア
Body care

株式会社フィリップス・ジャパン
フィリップスサポートセンター

〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

0120-944-859お問い合わせ 受付時間／平日9：00～18：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

Beauty


