
SOUNESS

SONIC ELECTRIC TOOTHBRUSH
電動歯ブラシ SNK01 3D-TOUCH

取扱説明書 兼 保証書

この度は本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本書には、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、
本製品を安全にご使用頂く為に、守って頂きたい事項を記載してい
ます。本製品をご使用頂く前に、本書を必ずお読みください。本書
はなくさないように注意し、いつでも手に取ることが出来るように
して下さい。
本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によ
り生じた一切の損害（純正経済損害を含む）につきましては、当店
は一切その責任を負いかねますので、予めご了承下さい。

製品仕様と特徴
●製品名　　：Sonic Electric Toothbrush （SNK01 3D-TOUCH）
●型　番　　：SNK01
●カラー　　：シーブルー・コハクレッド
●ブラシ振動：約 34200 ～ 39800 回 / 分（3 つのモードでブラシ
　　　　　　　ヘッドの幅広い振幅）
●使用時間　：約 150 分（※クリーニングモード使用時）
●充電時間　：満充電まで約 4 時間 30 分
●電圧・出力：【本体】3.7V/2W（充電式）
●電圧・入力：【充電器】5V/3W・AC100-240V・ 50Hz/60Hz
　　　　　　　※海外でも使えるマルチ電圧対応。
　　　　　　　※海外でご使用の際は、国や地域に合わせて別途電
　　　　　　　　源アダプターをお求め下さい。
●バッテリー：750mAh（リチウムイオン電池）
●サイズ　　：24.62cm(L) x 3.2cm(W) 
●重　量　　：126.6g
●タイプ　　：ワイヤレスタイプ
●セット内容：本体 ×１（※IPX7 等級の防水）
　　　　　　　充電器 ×１
　　　　　　　専用トラベルケース ×１
　　　　　　　替えブラシ ×４（※米国デュポン社製の食品用 PP
　　　　　　　素材使用で安全です）
　　　　　　　取扱説明書 ×１（英語 / 日本語（※本書））
●製品保証　：初期不良（ご購入日から７日以内）を保証致します。

【製品の特徴】
①ブラシ振動の大きさを変更するための 3D タッチボタン搭載で、
　振動をお好みで 3 段階（弱 / 中 / 強）に調整（変更）出来ます。
②3 つのクリーニングモードで効果的に歯垢を除去。
　Clean（クリーンモード）、White（ホワイトニングモード）、
　Massage（マッサージモード）の３種類。
③高精度磁気モーターが最大 39800 回（分 / 回）のブラシ振動と
　幅広いブラシヘッドの振幅で歯のすみずみまで綺麗に磨けます。
④歯垢や歯石を効果的に除去して、ステイン（着色汚れ）を減少さ
　せて歯本来の自然な白さにします。
⑤替えブラシは、米国デュポン社製の食品用ＰＰ素材を使用してい
　るので安全です。
⑥2 分のスマートタイマー、30 秒スマートリマインダー機能搭載。

安全にお使いいただくために
ご使用の前に下記の記載事項をよくお読みの上、ご使用の際には必ず
お守り下さい。記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の
破損、怪我や事故を招く恐れや、製品が正常に使用出来なくなる場合
があります。

【警告】 ※火災や感電、やけどの原因になり、死亡あるいは重症を負う
可能性、又はけがの原因、故障の原因となる可能性があります。
●濡れた手で電源コードを抜き差ししないで下さい。
●電源コードを破損するような以下のことをしないで下さい。
　加工する、無理に曲げる、高温部に近づける、引っ張る、ねじる、
　束ねる、重いものをのせる、挟み込む、金属部にかける、折り曲げ
　を繰り返す、壁に押しつける。
●タコ足配線をしたり、延長コードを使用したりしないで下さい。
●本製品を清掃する時は、必ずコンセントから電源コードを抜いて下
　さい。また、電源コードを抜く時は、コードを引っ張らずにプラグ
　本体を持って抜いて下さい。
●本製品を電源コードの上にのせないで下さい。
●電源コードはコンセントに確実に差し込んで下さい。
●傷んだ電源コードは使用しないで下さい。
●雷が発生している時は、本製品に触らないで下さい。
●本製品の電源コードに液体、金具を落とさないで下さい。
●電源コードは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、及び刃と
　刃の間を乾いた布で清掃して下さい。電源プラグを長期間コンセン
　トに差したままにしておくと、電源コードの刃の根元にほこりが付
　着し、ショートする恐れがあります。
●電源コードは定期的にコンセントから抜いて点検し、発熱・錆び・
　曲がり・擦れ・亀裂がないかどうかを確認して下さい。損傷した状
　態で使用し続けると、火災や感電の原因となります。
●電源コードは、付属品コード以外のものは使用しないで下さい。火
　災や怪我の原因となります。取扱説明書の指示に従って、正しく取
　り付けて下さい。
●緊急時に容易にコードを抜くことが出来るように、充電器はコンセ
　ントの近くに設置して下さい。
●いつでも電源コードが抜けるように、電源コードの周囲には物を置
　かないで下さい。非常時に電源コードが抜けなくなります。
●分解や改造はお止め下さい。また火器を絶対に近づけないで下さい。
●本製品及び接続されているケーブル類に有機溶接（ベンジン・シン
　ナー・除光剤・芳香剤など）を付着させないで下さい。変形・溶解
　することがあります。
●本製品を清掃する際、可燃性のスプレー（ほこり除去スプレー・殺
　虫スプレー・アルコールを含む除菌、消臭スプレーなど）は使用し
　ないで下さい。また、近くでのご使用もおやめ下さい。
●充電器を水の中に浸したり、放置したりしないでください。また、
　あらゆる液体の中に入れないで下さい。
●万が一、充電器が水に落ちたらすぐにコンセントからプラグを抜い
　て下さい。また、水に落ちた充電器を素手で触らないで下さい。感
　電の原因となります。
●誤って水に落ちた場合は、ゴム手袋などをして取り出し、水分を丁
　寧にタオルなどで拭いた後、充電器が完全に乾いたのを確認してか
　ら、電源を入れて下さい。
●本製品は内蔵バッテリーを含み、火の中、又は高温での充電や使用、
　又は放置は行わないで下さい。
●本製品に磁石などの磁気を帯びているものを近づけないで下さい。
●電源を入れる前に、当地の電源電圧が製品に表示された電圧に該当
　するか確認して下さい。
●本製品は使用者ご自身で修理できない部品（例えば、充電器、歯ブ
　ラシのハンドル、ケーブルなど）が含まれています。故障した場合
　は、修理や改造を行わず、製品の型番に対応する付属品に早めにお
　取替えください。
●子供の手が届かない場所に保管してください。
●用途外（おもちゃにするなど）の使用はしないで下さい。
●本製品を使用する前の二か月間以内に、口腔もしくは歯ぐきに関す
　る治療や手術を受けた場合は、歯科医にご相談下さい。
●本製品は、歯や歯茎のブラッシング・舌磨き以外の用途にご使用し
　ないで下さい。
●歯磨き粉に酸化水素、重曹、重炭酸塩が含まれている場合は、ご使
　用後に電動歯ブラシのブラシをきれいに洗って下さい。
●入浴中やシャワー中に本製品を使用しないで下さい。
●長期間使用しない場合は、電源をコンセントから外して下さい。

機能説明（充電や機能表示について）
ご使用の前に下記の記載事項をよくお読みの上、ご使用下さい。

【本体と充電器のセット方法】
①電源・電圧およびコンセントがが対応しいることを事前に確認して
　下さい。
②充電器が水濡れしていないこと、充電プラグに水滴、損傷がないこ
　とを確認し、安全な状態で電源を入れて下さい。
③初めて電動歯ブラシを使用する際は、まず電動歯ブラシ本体を起動
　します。その際、低電力により充電不足で起動しない場合は、電動
　歯ブラシを電源が入れている状態の充電器の上に置いて充電を行っ
　て下さい。電源がオンになっている場合、歯ブラシを充電器に繋ぎ、
　歯ブラシの振動が停止し、充電モードに入ります。

【本体の LED ランプの表示について】
●本体の各機能の表示は、白色 LED か赤色 LED で表示されます。
●放電保護時・・・・充電マークが赤色に点滅します。
●充電が低電力時・・充電マークがゆっくり赤色に点滅します。
●本体充電中・・・・充電マークが赤色でゆっくり点灯と消灯を繰り
　返し表示します。
●本体充電完了時・・充電が完了（満充電）になると、充電マークが
　緑色に点灯します。
※本体が電源 ON の状態の時は、各機能部（ブラッシングの強さを３
　段階で弱中強で表示 /３つのブラッシングモード）が白色で点灯し
　ます。

【注意事項】
●バッテリー残量が少なくなった場合は、充電器からすぐに充電を行
　うようにして下さい。
●長期間使用せずに再度ご使用する際は、初めに本体への充電を行っ
　てからご使用下さい。
●本製品を処分する際は、バッテリー部分や充電コード等を各自治体
　のゴミ出し方法（処分方法）に従って、適切に処分して下さい。

【各機能について】
●電源オンにすると以下順（①～④）で機能が切り替わります。
　①電源オンと同時にクリーニングモード→②ホワイトニングモード
　→③マッサージモード→④電源オフ
●上下スライドボタンは、上にスライドさせるとブラシ振動が強まり、
　下にスライドさせると弱まります。※弱中強の全 3 段階。
※ブラシ振動の強弱は、本体起動後から５秒以内に行って下さい。５
　秒以上経過すると自動的に振動力はロックされ変更出来ません。
●磨きモードは、３０秒毎に自動的に切り替わり、２分経過すると自
　動的に電源オフになります。

ブラシ

上下スライドボタン
（ボタン箇所を上下にスライド
させるとブラシ振動を切り替える）

充電 /電池量の表示ランプ

強さ表示ランプ
　●●●・・・強
　●●〇・・・中
　●〇〇・・・弱
電源ランプ

クリーニングモード

ホワイトニングモード

マッサージモード

充電台

故障診断

●ブラシヘッドを外し、温水で金属軸
　を洗い流して、歯磨き粉などの残留
　物が無いように綺麗にします。

●乾いたタオルなどで水滴を拭き取り、
　自然乾燥させて下さい。

●毎回、歯磨き後はブラシヘッドとブ
　ラシを洗い流し、自然乾燥させて下
　さい。

●歯ブラシのハンドルからブラシヘッ
　ドを外して、温水でブラシの接続部
　分を洗い流します。

●２～３ヶ月ごとに１回ブラシの交換
　をお勧めします。
　もしくはブラシの毛が曲がるように
　なりましたら、早めに交換して下さ
　い。

●クリーニングする前に、感電の恐れ
　がありますので、必ず充電器をコン
　セントから抜いて下さい。
●濡れたタオルで充電器の表面を拭き、
　歯磨き粉などの汚れを綺麗にして下
　さい。

不具合や故障かなと思ったら一度こちらをお読み下さい。

●ブラシ振動が低減している。
　原因①：ブラシを無理やり歯に当てている。
　対処①：ブラシをやさしく歯に当てて下さい。
　原因②：ブラシヘッドが本体と密着し過ぎている。
　対処②：ハンドルからブラシヘッドを外し、再度、ブラシ軸に付
　 け下さい。ブラシヘッドはハンドルとある程度の隙間を

開けてセットして下さい。本体とブラシが完全に密着は
しません。

●充電済みなのに充電が切れやすい。
　原因①：充電時に本体が垂直に充電器に置かれていない。又は、
　　　　　きちんと充電されていない為に充電量が少ない。
　対処①：本体を垂直に充電器に置いて、本体の底面をしっかりと

充電器と密着させて下さい。赤いランプが光っているこ
とを確認して下さい。

●歯ブラシが動かない。
　原因①：充電時間が足りていない。
　対処①：きちんと充電を行って下さい。
　

【メンテナンス方法】

【警告】
●鋭い物を金属軸の密封リングに当てないで下さい。損傷する原因
　となる恐れがあります。
●食器洗浄機でブラシヘッド、ハンドル、充電器などの各部品を洗
　わないで下さい。
●長時間歯ブラシを水の中に置かないでください。40 度以上の水、
　酸性、アルカリ性の洗浄液で歯ブラシを洗わないで下さい。
●ブラシの毛を引っ張ったり、噛んだりしないでください。ブラシ
　の毛が変形、脱落の恐れがあります。



歯磨きの仕方について
【歯磨きアドバイス】

●歯科医からのアドバイスでは、毎回の歯磨きは 2 分間以上行うこ
　とが大切です。
●歯磨き中は、３０秒ごとに歯磨きする位置を変えながら（上側を
　円を描くように磨き、その後下側を同様に磨く等）行うことで、
　科学的にもより良いクリーニング効果があります。
※本製品は、直前に設定された歯磨きモードを記憶（メモリー）し
　て、次回の起動時は自動的に記憶（メモリー）された歯磨きモー
　ドで歯磨きを始められます。

【使用方法】
Step①
●初回ご使用前は、まず電動歯ブラシ本体を起動して下さい。
●その際、バッテリーの充電量（初期充電）が残っていたら、充電
　量が無くなるまで使い切って下さい。
●２回目以降は都度の充電で問題ありません。
●尚、月に１回はバッテリーの充電を完全に使い切ることをお勧め
　します。バッテリー寿命を延ばすことが出来ます。

Step②
●ブラシヘッドをしっかりとブラシ軸に取り付け、ブラシヘッドとハ
　ンドルの間に１ｍｍほどの隙間をあけて下さい。歯磨きの際に本体
　とブラシが振動で接触することを防ぎます。
※密着してセットすると起動中に共振することがあります。

←本体とブラシヘッドを
　接続する際は１ｍｍほ
　どの隙間をあけてセッ
　トします。

Step③
●ブラシヘッドに適量の歯磨き粉を付けてください。

Step④
●歯ブラシを歯と歯ぐきの間にやさしく当て、歯磨きを行います。

Step⑤
●電源ボタンを押して、３つのクリーニングモードと３段階の振動の
　強さから好きなモードを選択し、歯磨きを行って下さい。
※歯磨き中は、３０秒ごとに歯磨きする位置を変えながら（上側を
　円を描くように磨き、その後下側を同様に磨く等）丁寧に行うこと
　で、科学的にもより良いクリーニング効果があります。

Step⑥
●歯磨き終了後は、口内とブラシに付着している歯磨き粉が飛散する
　ことを防ぐため、口内から歯ブラシを出す前に電源をオフにして下
　さい。

↑歯磨き粉の飛散を
　防ぐため、電源の
　オフは口内で行っ
　て下さい。

Step⑦
●歯磨き終了後は、水でブラシヘッドを綺麗に洗い流して下さい。
　ブラシヘッドについている水滴を振り切って、タオル等でハンド
　ル部分をきれいに拭いて下さい。

Step⑧
●電動歯ブラシは、垂直な場所に置いて下さい。
●ブラシヘッドは付属のヘッドキャップをして保管して下さい。

製品の保管について

①電動歯ブラシを長期間使用される予定がない場合は、電源コンセ
　ントから充電器を抜いて、高温多湿を避けて保管して下さい。
※長期間使用せずに継続して充電されている場合は、火災などの原
　因となる恐れがあります。

②電動歯ブラシ本体、及び充電器は、屋内でご使用下さい。

③充電器の電源コンセントは、定期的にほこりや汚れを綺麗に掃除
　して下さい。ほこりや汚れが原因により充電器が異常過熱して、
　場合により感電することがあります。

④充電器の上に金属製品や磁気製品を置かないで下さい。
※コイン、クリップや磁石など。

⑤本製品のバッテリーはリチウム電池が含まれています。製品を高
　温多湿の場所には置かないで下さい。

⑦歯磨き粉に酸化水素、重曹、重炭酸塩（ホワイトニング効果歯磨
　きなど）が含まれている場合は、使用後に電動歯ブラシのブラシ
　を水で念入りに綺麗に洗い流して下さい。

※その他、製品に関しての注意事項は、別途「安全にお使いいただ
　くために」の使用案内をご確認下さい。


