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2020 年 9 月 28 日 

News Release 

2 層の吸収スリムシート*で吸収力を強化。さらにうすく、もれを最大限*¹に防ぐ。  

~「うすさら安心」シリーズに、安心用の 270cc、300cc も登場~ 

新「ウィスパーうすさら」リニューアル発売  

             10 月初旬より全国展開 
                                                                      

Ｐ＆Ｇ（本社：神戸市）は、吸水ケアブランド「ウィスパー」より、「ウィスパーうすさら」を初リニュー

アルし、10 月初旬より全国で発売いたします。新しい「ウィスパーうすさら」は、2 層吸収スリムシート*を

採用し、中心ゾーンの吸収力を強化。また、下着のサイズに合わせてパッドの幅を改良。さらにシートの両端

まで吸収シートを入れることで、パッドの端までしっかりガードします。水分をより早く吸収し、もれにくく

なるとともに、よれずにしっかりフィットするので、より快適にお使いいただけるようになりました。また、

「ウィスパーうすさら安心」に 270cc と 300cc が登場。さまざまなニーズやシチュエーションに合わせてお

選びいただけるよう、より幅広いラインアップをご用意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨秋、Ｐ＆Ｇは初めての吸水ケアブランド「ウィスパー」を立ち上げ、あらゆる世代の女性に向けた UI*²

（尿もれ）専用ケア製品「ウィスパーうすさら」を発売しました。「吸収しても“うすくてさらさら”」を特

長とし、気づかれない、安心感、上質感のある女性らしさを実現した「ウィスパーうすさら」は、これまでに

ない吸水ケア製品として、多くの皆さまに大変ご好評をいただいております。 

 

 UI*²（尿もれ）経験があり、対策をしたい女性は、UI*²（尿もれ）専用ケア製品に対して、機能だけではな

く、見た目や肌触り、着け心地など実にさまざまなニーズがあります。今回リニューアル発売する新しい

「ウィスパーうすさら」は、よりうすくて目立たない、装着感のない製品を求めるお客様のニーズにお応えす

るために、新たに開発されました。 

 

 日本人女性の 2 人に 1 人は UI*²（尿もれ）の経験を持ち、どの世代でも 6 割前後の経験率である*³ことから

も、UI*²（尿もれ）は年齢にかかわらず、誰にでも起こりうる現象です。ウィスパーは、製品を通じて女性の

ライフイベントや現代の生活習慣による身体の変化に寄り添い、すべての女性の「自分らしく充実した豊かな

毎日」を応援してまいります。 

 

* 80cc 以上の SKU が対象 

*¹  各サイズ容量まで  

*² Ｐ＆Ｇが使用する「UI」とは、「尿失禁（尿もれ）」を意味する用語「Urinary Incontinence」の略称に由来しています 

*³ 2019 年Ｐ＆Ｇ調べ（出典：日本人女性 4 万人を対象とした「尿もれ大規模調査」） 

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 

〒651-0088 

神戸市中央区小野柄通 7-1-18 
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■新製品「ウィスパーうすさら」のリニューアルポイント 

 

一般的な吸水パッドは、吸収体を多層構造にし、全体を覆うように設計されていますが、パッド全体が厚く

なり、また尿を吸収したときに不均等に盛り上がり、尿が両端からもれてしまうことがある、といわれていま

す。 

新「ウィスパーうすさら」は、独自に開発した高分子吸収性ポリマーを塗布する技術*⁴で、1 層構造でも高い

吸収力を保つことができるスリムシートをさらにうすくし、2 層に重ね合わせることによって、UI*²（尿も

れ）がもっとも起こる中心部分の吸収力を強化しながらも、快適な着け心地を実現する“2 層吸収スリムシー

ト*”を新たに開発しました。 

*⁴ ウィスパーうすさら吸水（85/100/150cc)、ウィスパーうすさら安心（80/120/170/220/270/300cc)対応 

 

◇2 枚重ねることで、もれを最大限に防止 

「ウィスパーうすさら」は、独自に開発した高分子吸収性ポリマーを塗布する技術*⁴によって 1 層でも高い吸

収力を保つことができるスリムシートを採用しています。このスリムシートを 2 枚重ねることで、一番 UI*²

（尿もれ）が集中する中心ゾーンの吸収力を大幅に強化し、もれを最大限*にふせぎます。2 枚重ねてもスリム

シートの中心部分は改良前と同じ約 4 ミリ*⁵の厚みのまま、中心以外の前後はこれまでよりさらにうすくなる

ため、目立たず、着けていることにきづかれにくい設計となっています。 

*⁵ 吸収量 120cc の場合 

 

 

 

 

   

 

 

◇パッドの幅を 5cm に改良、フィット感を向上 

吸収層の上側のシートを下着の幅である 5cm*⁶に合わせ、下側のシートの幅を広くすることで、尿を吸収した

ときにギャザーが立ちやすく、パッド全体がまるでコップのような形状になり、より水分を早く吸収し、もれ

にくくなります。また、下着のサイズに合わせて作られたパッドは水分を吸収しても変形しないため、フィッ

ト感も向上し、より快適にお使いいただけます。 

*⁶ 主な下着のサイズ。全ての下着ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

◇シートの両端までしっかりガード 

シートの両端まで吸収シートを入れることで、パッドの端までしっかりとガードします。 
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■プレミアムライン「ウィスパーうすさらエアリー」「ウィスパーうすさらエアリー+」誕生 

 

「ウィスパーうすさら」のリニューアルと同時に、製品使用時にも UI*²（尿もれ）を忘れられ、気分が上が

る、より女性らしくデザイン性の高い製品を求めるお客様のニーズにお応えする、ウィスパー初のプレミアム

ライン「ウィスパーうすさらエアリー」「ウィスパーうすさらエアリー+（プラス）」を発売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウィスパーうすさらエアリー          ウィスパーうすさらエアリー＋ 

 

◇着けていることを忘れるぐらいの快適さ 

「ウィスパーうすさらエアリー」「ウィスパーうすさらエアリー＋」は、水分を内側にしっかりと閉じ込め、

もれを防ぎます。吸収しても‟うすくてさらさら”の特長はそのままに、お気に入りの下着のような肌触り

と、着けていることを忘れるぐらいの快適さを実現しました。 

 

また、サイドギャザーがあたる部分は、肌がデリケートであるため、専用ケア製品の使用時に、肌荒れやかぶ

れの症状が出る方もいらっしゃいます。そこでクッション性と反発性を兼ね備えたスパンポンド不織布を使用

し、ふわふわにしました。肌触りが柔らかいため、お肌にやさしい設計となっています。 

 

◇気分が上がるこだわりのデザイン 

パッケージは UI*²（尿もれ）専用ケア製品使用時でも、気分が上がるデザインにこだわり、大ぶりのユリの花

のデザインを採用。エレガントな女性らしさと華やかさを表現しました。また、ゴールドとピンクゴールドを

あしらった色味のバランスにより、パッケージ全体にさりげなさと高級感を演出しています。さらに、個装に

も気分が上がるような工夫を凝らし、トップシートに淡いピンクのデザインを採用し、日本の春を代表する桜

の柄をあしらいました。より女性らしいデザインで、着けているときも気分が上がるような、極上の着け心地

を体験いただけます。 
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＜製品ラインアップ・製品概要＞ 

一人お一人の「UI*²（尿もれ）」の受け止め方、向き合い方をサポートすべく、さまざまなニーズやシチュ

エーションのための幅広いラインアップをご用意しています。 

 

 

① ウィスパー1枚 2役Wガード ＜吸水ライナー＞ 

おりものも、水分も。サッと吸収 においも安心。 

製品名 内容量 価格 発売時期 発売地域 

おりもの＆水分ケア パンティライナー 3cc 

40 枚 

オープン 2020 年 10 月初旬 全国 

80 枚 

おりもの＆水分ケア パンティライナー 15cc 

32 枚 

66 枚 

 

 

② ウィスパーうすさら吸水 ＜吸水ナプキン＞ 

ヨレ防止スリムシートでサッと吸収、スッと消臭 ＊30cc、50cc 

2 層吸収スリムシートで、サッと吸収、スッと消臭 ＊85cc 以上 

製品名 内容量 価格 発売時期 発売地域 

安心の少量用 30cc 
22 枚 

オープン 2020 年 10 月初旬 全国 

44 枚 

中量用 50cc 
18 枚 

38 枚 

長時間快適用 85cc 
16 枚 

22 枚 

多くても安心用 100cc 
14 枚 

20 枚 

多くても長時間安心用 150cc 12 枚 

 

 

③ ウィスパーうすさら安心 ＜吸水パッド＞ 

ヨレ防止スリムシートで、モレ・ぬれ感・においを防ぐ ＊20cc、45cc 

2 層吸収スリムシートで、モレ、ぬれ感、においを防ぐ ＊80cc 以上 

製品名 内容量 価格 発売時期 発売地域 

少量用 20cc 
32 枚 

オープン 2020 年 10 月初旬 全国 

44 枚 

快適の中量用 45cc 
22 枚 

30 枚 

安心の中量用 80cc 
20 枚 

30 枚 

多いときでも安心用 120cc 
16 枚 

24 枚 

長時間・夜でも安心用 170cc 
14 枚 

22 枚 

特に多い時も 1 枚で安心 220cc 
12 枚 

18 枚 

特に多い時も長時間安心 270cc 10 枚 

一気にくるモレが心配な方に 300cc 12 枚 
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④ ウィスパーうすさらエアリー ＜吸水ライナー＞ 

ほぼなにも着けていないような極上の肌心地。おりものも、水分も。サッと吸収 においも安心。 

製品名 内容量 価格 発売時期 発売地域 

おりもの＆水分ケア パンティライナー 3cc 40 枚 
オープン 2020 年 10 月初旬 全国 

おりもの＆水分ケア パンティライナー 15cc 32 枚 

 

⑤ ウィスパーうすさらエアリ― ＜吸水ナプキン＞ 

ほぼなにも着けていないような極上の肌心地なのに、しっかり吸収。 

水分もニオイも安心。ヨレ防止スリムシート＊30cc、50cc 水分もニオイも。2 層吸収スリムシート＊85cc 以上 

製品名  内容量 価格 発売時期 発売地域 

安心の少量用 30cc  22 枚 

オープン 2020 年 10 月初旬 全国 

中量用 50cc  18 枚 

長時間快適用 85cc  14 枚 

多くても安心用 100cc  12 枚 

多くても長時間安心用 150cc  10 枚 

 

⑥ ウィスパーうすさらエアリ―＋ ＜吸水パッド＞ 

ほぼなにも着けていないような極上の肌心地なのに、しっかり吸収。 

水分もニオイも安心。ヨレ防止スリムシート＊20cc 水分もニオイも。2 層吸収スリムシート＊80cc 以上 

製品名 内容量 価格 発売時期 発売地域 

少量用 20cc 32 枚 

オープン 2020 年 10 月初旬 全国 
安心の中量用 80cc 18 枚 

多いときでも安心用 120cc 14 枚 

長時間・夜でも安心用 170cc 12 枚 

 

■UI（尿もれ）に関するさまざまなコンテンツを提供する「ウィスパーブランドサイト」 

 

ウィスパーは、UI（尿もれ）に対する理解が一層深まり、適切なケア方法がより多くの人に広まることを願

い、「UI（尿もれ）」啓発活動にも務めています。正確で包括的な情報提供の一環として、吸水ケアブランド

立ち上げにともない、ウィスパーブランドサイトを開設しています。このサイトでは、ウィスパーの製品情報

以外にも、ウロギネ専門医である野村昌良医師の監修による UI（尿もれ）に関するトピックやコンテンツを

日々更新しています。 

8 月より、新たに「ウロギネ専門医 野村博士による UI 講座」の連載企画をスタートしました。女性の身体

や生活習慣の変化によって起こる UI（尿もれ）の仕組みや原因、日常生活の中でできる対策などを分かりやす

く解説し、少しでも女性の UI（尿もれ）の悩みを解決するための一助となる情報を提供してまいります。 

 

 

 

 

 

＜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、吸水ケアブランド「ウィスパー」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」、オーラルケアブランド「Oral-B by Braun」など、さまざまな製品を提供しています。(h t tps: / / jp .pg .com/ )  

 

https://jp.pg.com/

