カラフル ポップ デンタル
Colorful POP Dental

取扱説明書・保証書

この度は当社製品をご購入いただき、誠にありがと
うございます。この取扱説明書・保証書をよくお読み
になり理解されたうえで、正しく安全にお使いくだ
さい。お読みになったあとは、いつでも見ることがで
きるように必ず保管してください。

特長
毎分約38,000回以上の高速振動
３つのモード切り替え
自動電源オフ
（30秒毎お知らせ機能付き）
高度な音波振動技術
いつでもどこでも使えるパワフルでコンパ
クトなデザイン
USB充電式のリチウムイオンバッテリー
１回の充電で約25日間使用可能
（※）
歯に適切に接触するようにカットされた
デュポン社製ブラシ
※使用可能時間は、
２分間のブラッシングを１日２回行なった場合の目安

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、
財産への損害を防止するためのもので、
誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度
を
「警告」
「注意」
に区分して説明しています。

警告 容」です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内

注意 するおそれがある内容」です。

「軽傷を負う事や、財産の損害が発生

絵表示の例
してはいけない内
容です。

実行しなければい
けない内容です。

警告
次の方は使用しないか、使用にあたり医師に相談
してください。
２ヶ月以内に口腔内の治療や歯茎の手術を受けた方
使用した結果激しい出血があった方や、使用をは
じめて１週間経っても出血が認められる方
ペースメーカーなどの体内埋め込み型医療機器を
使用している方
持病をお持ちの方や、
健康上不安がある方
－ P1 －

警告
ブラシを他の人と共用しないでください。
病原菌への感染の原因になります
本製品を分解・改造しないでください。
食器洗浄機や乾燥機、電子レンジなどで洗浄・乾燥
させないでください。
感電やショート、発火の原因になるので次のことを
お守りください。
充電時以外は充電用ケーブルを取り外す
水などの液体につけない
浴槽や洗面台の流しなど水場のそばに置かない
入浴やシャワーを浴びながら使用しない
水が掛かる場所で使用・保管しない
濡れた手でUSBケーブルを操作しない
異常発熱や焦げ臭さ、
動いたり動かなかったりといっ
た動作不良が見受けられる場合は使用を中止する

付属品

充電のしかた

箱の中に次のものが入っているかお確かめください

カラフル ポップ デンタルをはじめて使用する際は、
最初に充電する必要があります。

ブラシヘッド
交換用×1
（本体装着済み×1）

本体
×1

（キャップ）

1 本体の底のコネクタカバーを開き、
付属の充電用

ケーブルのマイクロUSB-B端子を挿します。
2 充電用ケーブルのUSB端子を、
USBアダプター

やPCなどのUSBポートに挿します。
3“充電中インジケータ”
が消灯すると充電完了で

す。充電用ケーブルを抜き、本体の底のコネクタ
カバーを閉めてください。

注意

充電用ケーブル×1

歯や歯茎にブラシを強くあてたり１か所に長くあ
てすぎないでください。
ブラシヘッドのプラスチック部分を歯や歯茎にあて
ないでください。
治療中の歯や不安定な入れ歯など、不安を感じる
箇所に使用しないでください。
乳幼児や自分で操作できない方、口内の感覚が敏
感な方・弱い方などは使用しないでください。
毛先が広がったブラシや毛先が潰れたブラシは使
用しないでください。
ブラシヘッドやブラシに破損やキズなどの異常が
見られた場合は交換してください。
ブラシに異常や摩耗が見受けられない場合でも
３ヶ月毎にブラシヘッドを交換してください。
USBケーブルを取り外す際はコネクタ部分を持っ
て引き抜いてください。
本製品は歯、歯茎、舌の洗浄およびマッサージのた
めに設計されているため、本来の用途以外に使用
しないでください。
お子様や、この取扱説明書の内容を正しく理解し
実行できない方が使用する際は保護者の監督のも
とで使用してください。
使用後は製品についた歯磨き粉をよく洗い落とし
てください。
歯磨き粉のホワイトニング成分などにより、樹脂
部品が劣化する場合があります
必ず専用のブラシヘッドを使用してください。
お子さまの手の届かない場所に保管してください。
火気のそば、高温多湿な場所、直射日光のあたる場
所には保管しないでください。
－ P2 －

はじめて充電する場合やバッテリが空の状態から
充電すると、
充電完了までに約8時間かかります。

各部のなまえと機能

ブラシヘッドの交換のしかた
1

2

ブラシヘッド

2

1

キャップ
電源スイッチ
モードインジケータ

ハンドル

ブラシヘッドを取り外す
1 ブラシヘッドを本体に刻まれた矢印と反対向きに

捻り、2 引き抜きます。

充電中インジケータ

ブラシヘッドを取り付ける
1 ブラシヘッドと本体の合わせマークの位置を確認

充電用ケーブル
（マイクロUSB-B）
コネクタカバー

して差し込み、2 矢印の向きに捻って固定します。
ブラシに異常や摩耗が見受けられない場合でも
３ヶ月毎にブラシヘッドを交換してください。

底部
－ P3 －

－ P4 －

電源のオン／オフ

ブラッシングのしかた

お手入れのしかた

1 ブラシヘッドを水で湿らせ、
歯磨き粉を付けます。

電源をオンにする

2 歯茎に対しておおよそ45度の角度を保つようにし

電源スイッチを押してください。

ながら、ブラシの先を歯に優しくあてます。
3 電源スイッチを押し、
ブラシの振動が歯に伝わるよ

電源をオフにする
電源スイッチを押してから・
・
・
3秒以内
電源スイッチを押すたびに
“Whiten”
↓
“Clean”
↓
“Massage”
↓
“電源オフ”
と、
順次切り替わります。

うにします。
4 全ての歯のすき間にブラシが届くように、
そして歯
茎全体をブラシでマッサージできるように、歯と歯
茎に沿って、ブラシヘッドを前後にゆっくりと動か
しながらブラッシングしてください。
最適な結果を得るため、ブラシは強く押しつけず、
優しく押しあててください。

上手な歯のみがきかた

1 2
3 4

C l e a n（クリーン）

口の中を４つのブロックに分け、１ブロックに含まれ
る歯に対し３０秒間歯磨きを行ないます。
カラフル ポップ デンタルは30秒ごとに一瞬停止
して、歯磨きの目安時間をお知らせします。
30秒ずつ、4つのブロックすべてを正しくブラッシン
グし終えると2分間経過し、自動電源オフの時間と合
致します。

リチウムイオン電池のリサイクルに関して

歯垢を落とす通常の歯磨
きモード

M a s s a g e（マッサージ）
歯茎を優しくマッサージ
し歯茎の健康向上

電 源オフ（Charge）

ブラシヘッドを取り外し、差し込み部分をぬるま湯
で濯いでください。
水をつけ硬くしぼった清潔な布で、歯ブラシの表
面全体を拭いてください。

Li-ion

故障かなと思ったら

充電式リチウムイオン電池には貴
重な資源を使用しています。破棄す
る際はお住まいの自治体の処分方
法に従うか、販売店または電気店へ
ご相談ください。

一般家庭ごみとして破棄しないでください。
破棄されたリチウムイオン電池が破壊されて
ショートすると、発火、発煙の原因になります。

電源スイッチを押しても動かない
充電が切れていることが考えられます。8時間以上
充電してください。※P4の“充電のしかた”を参照

（キャップ除く、
ブラシヘッド含む）

充電用ケーブル 全長約１m
量 本体 約40g（キャップ除く、ブラシヘッド含む）

定格電圧 DC3.7V 260mAh
振 動 数 約38,000回/分（無負荷状態）
充電時間 約８時間
使用時間 約25日間

消費電力 1W

ポップ デンタル
保証書 カラフルColorful
POP Dental
本書は、本書下記記載内容にて無料修理を行なうことをお約束するも
のです。お買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、必要事項
を記入の上、修理をお申し付けください。

保証期間
お買上げ日

お買上げ日から6ヶ月
西暦
年
月

お名前

日

お電話番号

ご住所
ご購入店
故障内容
お問合せ先：デメテル株式会社

03-5911-1581（平日10時～17時まで）

〒171-0014 東京都豊島区池袋4-1-1サントスビル

歯を磨いているときにチクチク/くすぐったく感じる
音波振動のため、はじめて使ったときに“痒み”や
“くすぐったさ”を感じることがありますが、この感
覚は振動に慣れるに従い減少します。
ブラシヘッドが歯に引っかかってしまう
ブラシヘッドを歯茎に向けて少し傾けてください。
ブラシヘッドが歯に接触しないように角度を調整し
てください。
振動音が弱く感じる
充電が弱っていることが考えられます。8時間以上
充電してください。
ブラシヘッドを交換してください。
モードにより振動音が異なります。選択している
モードを確認してください。

お送りいただく前に、必ずご連絡の上修理の予約をお取りください。
予約なく製品をお送りいただいた場合、
お受けできない場合がございます。
＜無料修理規定＞
1. 正常な使用状態で保証期間内に製品が故障した場合には、当社に製品を送ってい
ただくことで無料修理させていただきます。
お送りいただく前に、必ずご連絡の上修理の予約をお取りください。※ご予約な
く製品をお送りいただいた場合、お受けできない場合がございます。
2. 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。
○本書の提示が無い場合○本書にお買上げ日の記載がない場合または記載内容
を書き換えたもの○保証期間中に発生した故障を保証期間終了後に修理依頼さ
れた場合○使用上の誤り（取扱説明書の注意書きに従った正常な使用をしなかっ
た場合含む）による故障・損傷○他の機器から受けた障害または不当な修理・改
造・分解による故障・損傷○お買上げ後の移設・輸送・落下などによる故障・損傷
○火災・地震・風水害・落雷その他天災や公害・塩害・ガス害、異常電圧などによる
故障・損傷○業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷○消耗・摩耗
した部品の交換、汚損した部品の交換○消耗・摩耗・汚損したブラシヘッドの交換
3. 故障の状況・その他事情により、
修理に代えて製品交換をする場合がありますので
ご了承ください。
4. 本書に基づく無料修理（製品交換含む）後の製品については、最初のご購入時の
保証期間が適用されます。
5. 故障によりお買上げ製品を使用できなかったことによる損害については補償いた
しません。
6. 本書は日本国内でのみ有効です。
※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

交換用ブラシヘッド 3本入

ご購入に関しましては下記電話までお問い合わせください。

03-5911-1581
平日 朝10時〜夕方５時まで受け付け

充電中のみCharge点灯
－ P5 －

体 全長約188×幅約20×奥行約24mm

使用充電池 リチウムイオン電池
（Li-ion）

お問い合わせいただく前に、下記項目をもう一度ご
確認ください。

下あご

歯の表面のステインを落
とす動作をします

本

質
歯ブラシのクリーニング

長期間使用しない場合は、充電用ケーブルを外し、
本体およびブラシヘッドを手入れし、水気を十分に
取り除いてから、直射日光のあたらない、涼しく乾
燥した場所に保管してください。

上あご

電源を入れてから約2分間で自
動的に電源が切れます。

W h i t e n（ホワイトニング）

使用後は毎回ブラシを濯いでください。
水気を振り落としてください。
1週間に一度、ブラシヘッドとの接続部をぬるま湯
で濯いでください。

名 カラフル ポップ デンタル

外形寸法

（２分間のブラッシングを１日２回行なった場合の目安）

自動電源オフ

電源を入れてから3秒以内に再
度電源スイッチを押すと次の順
でモードが切り替わり、選択中の
モードを白色ランプの点灯でお
知らせします。

品

ブラシヘッド

保管のしかた

3秒以上経過
電源スイッチを押すと電源が切れます。

モードの切り替え

おもな仕様

－ P6 －

－ P7 －

－ P8 －

