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本機の機能を充分に発揮させ、安全にお使いいただく為にも
   ご使用前にこちら取扱説明書を最終までお読みください。

尚、お読みになられた後は、
ご使用時にいつでも見られますように大切に保管ください。

この度はお買い上げいただきありがとうございます。

オーラクリーンシステム

音波振動歯ブラシ
クリーニングステーション
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安全上のご注意 必ずお守りください！

警告
  ・油や火気の近くでは絶対にご使用しないでください。
  ・屋内専用ですので、屋外でのご使用はできません。
  ・感電の恐れがありますのでACアダプターおよびオーラクリーンシステム 

　ベースステーションを水につけないでください。
  ・けがの恐れがありますのでご使用中は髪や衣類が巻き込まれないよう
　　　ご注意ください。
  ・ご使用中は本製品を口に入れたまま移動しないでください。  

・故障の原因となりますので、付属品以外の部品をご使用しないでください。
　　・メンテナンス時などは金属製のものや先の尖ったものは使用しないで
　　　ください。
  ・この製品は家庭向けですので、業務用ではありません。
  ・本製品はUVライトを使用していますので、決して光源を見つめないで
　　　ください。

注意
     ・使用目的以外のご使用はしないでください。
  ・ご使用前に必ず本体や部品に破損がないか確認し、破損がある場合は　

使用しないでください。
  ・お子様の近くでのご使用の際は、本製品で遊ばないように　してくださ

い。
  ・お子様が本製品を操作する場合は保護者の方が監視の上ご使用ください。
  ・お手入れ前に必ず本製品の電源を切り、プラグをコンセントから抜いて

　ください。
  ・コードの破損、または故障の際はご自身では絶対に修理分解などはせず

　カスタマーセンターへお問い合わせください。

指示 ：守ってください。
禁止 ：ケガ、破損、故障の原因となるので、しないでください。

この取扱説明書は大切に保管してください。
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重要！
ベースステーションを水中に落とした際は必ず電源プラグをコンセントから抜
いてから引きあげてください。その後は完全に乾燥させてから電源プラグをコ
ンセントへ差込みご使用ください。万一、プラグ部分が水没/水濡れした場合
は使用しないでください。
電源プラグはコンセントに無理やり差し込まないでください。万一コンセント
に差し込みにくいなどの問題がある場合は他のコンセントでお試しください。
それでも改善しない場合は使用を中止し、購入店もしくは弊社カスタマーセン
ターへお問い合わせください。
本製品は指定された電圧/周波数帯のコンセントで使用してください。変圧器
を用いての使用や指定外の電圧/周波数環境での動作は保証いたしかねます。
ベースステーションの充電器/コード/コンセント部分やアダプター部分に損傷
や破損がある場合は決して使用しないでください。コードや製品が熱源に触れ
ないようご注意ください。万一、プラグ部分が水没/水濡れした場合は使用し
ないでください。
アダプターやその他のアクセサリ、コード類は製品に付属しているものをご使
用ください。純正のブラシヘッドをご使用ください。
お子様やお体の不自由な方が使用する際は保護者の監督の元でご使用ください。
この製品は玩具ではありません。
不具合や故障が生じた際は、決してご自身で修理分解などはせず購入店もしく
は弊社カスタマーセンターへご連絡ください。

警告：この製品はUVライトを使用しています。作動中は決して直視しないで
　　　ください。

使用上の注意！
この製品は、歯・歯茎・舌のブラッシング向けに設計されております。
その他の目的での使用はおやめください。

口内に痛みや不快感がある場合はこの製品の使用を中止し、医師/歯科医へ
ご相談ください。
オーラクリーンシステムはお客様の口腔環境をベストな状態に近づける
お手伝いをいたします。
※2か月以内に口腔/歯茎の手術や大きな治療を受けた方、製品の使用後に歯茎
からの出血が続くような場合は専門医へご相談ください。
（歯や歯茎に強く押し当てている可能性があります。取扱説明書「P18」もあ
わせてご確認ください）

この製品は電気製品の安全基準検査にて基準を充たしておりますが、その他の
医療機器などを使用中の方、使用に際してご心配な方はかかりつけ医などに
ご相談ください。

アダプターやその他のアクセサリ、コード類は製品に付属しているものを
ご使用ください。

激しく落下した場合、ブラシ部分がヒビや変形する恐れがあります。
その状態でブラシを口腔内に入れ、歯を磨くと口腔内を傷つける恐れが
ありますので、口腔内を傷つけない為にも激しく落下した場合は、
ブラシヘッドの交換をお勧めいたします。
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同梱物のご案内

ACアダプター　×1

オーラクリーンシステム ベースステーション  ×1

オーラクリーンシステム ブラシヘッド  ×3

オーラクリーンシステム ブラシハンドル  ×1

ブラシハンドルは濡れても問題ありません。
※ブラシハンドルの耐久としては100度まで可能です。
　ただし低温火傷などの恐れがあるため42度以上のお湯などのご使用はオススメ致
　しません。温度にはお気をつけてご使用ください。）

購入後の初回ご使用前は
約24時間の充電を
行ってください。
ベースステーションにブラシハンドルを
図のように差込むと充電を開始します。
（充電中はブラシハンドルのロゴマーク
が白く点灯します）
 
※使用後のブラシヘッドはブラシハンド
　ルに装着したままベースステーションへ
　差込んでください。
　充電とクリーニングを同時に開始
　します。

09

チャージモード（充電の仕方）
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ベースステーションはブラシヘッドに空気中のほこ
りや雑菌が付着しにくいよう設計されています。

使用後のブラシヘッドはブラシハンドルに装着し
たままベースステーションへ差込んでください。
充電とクリーニングを同時に開始します。
（クリーニングモード中はベースステーションの
ロゴマークが青色に点灯します。クリーニングは
約5分で終了し、ロゴマークの点灯は白色に変わ
ります。）
　
※クリーニング中、UVランプは直視しないで
　ください。

※使用していないとき、雑菌の
　増殖を防ぐため自動的に
　UV除菌を行います。
 （約3時間毎）

クリーニングモード（除菌の仕方）

11

濡れた状態のブラシは雑菌の温床となりかねません。
使用後は水でよくすすぎ、ブラシヘッドをブラシハン
ドルに装着したままベースステーションへ
差込んでください。

図のように差込むとクリーニングモードの終了後は自
動的にドライモードが起動し、ブラシヘッドを
乾燥させます。
（このドライヤーにより通常より約6倍の速さでブラ
シヘッドの乾燥が可能です）

ドライモードのタイミング：
ブラシハンドルをスタンドに戻すと自動的にヒーター
の熱でブラシを乾燥させます。
ヒーターは約12時間で自動OFFとなります（動作中
をお知らせする機能はありません）

ドライモード（乾燥の仕方）

ブラシハンドルは濡れても問題ありません。
※ブラシハンドルの耐久としては100度まで可能です。
　ただし低温火傷などの恐れがあるため42度以上のお湯などのご使用はオススメ致
　しません。温度にはお気をつけてご使用ください。）

ブラシハンドルは濡れても問題ありません。
※ブラシハンドルの耐久としては100度まで可能です。
　ただし低温火傷などの恐れがあるため42度以上のお湯などのご使用はオススメ致
　しません。温度にはお気をつけてご使用ください。）
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製品の性能を保つために
約3ヶ月毎にブラシヘッドの交換をお勧めします。

※ブラシヘッドは純正のものをご使用ください。

ブラシ交換

ブラシの組み立て方 / ブラシ交換

ブラシヘッドをブラシハンド
ルに差込んでください。
（毛先がハンドルの操作面側
を向くようご確認ください）

無理な力はかけず、やさしく
差込みましょう。

アダプターはベースステーシ
ョン裏の差込口へ正しく差込
んでください。

ベースステーションは乾いた
平らな面に設置してください。

13

電源

注意！



ブラシヘッドをつけたままブラシハ
ンドルをベースステーションへ差込
んでください。（下の図を参照）
右の図のように差込み向き、方向を
間違えるとUVライトクリーニングが
起動しません。

14

オーラクリーンシステムの使用後

15

充電が必要な状態になるとLEDの点灯とバイブレーションでお知ら
せします。ベースステーションに戻し充電してください。ベース
ステーションに戻してもバイブレーションが続く場合はハンドルの
電源がOFFになっているかご確認ください。

差込み向き違い

ブラシが
ベースステーションの中に入るように

ブラシの操作面とベースステーションの
ロゴが同じ向きになるように

逆さま

注意！



電源ボタン

モード選択ボタン

※初使用の時は電源ボタンを押すとスーパークリーンモードから
　スタートします。
※2回目使用以降は最後に電源を切った時点のモードからスタートします。

スーパークリーンモード ランプ
センシティブクリーンモード ランプ

モード選択ボタンで操作

16

ブラシハンドル操作ボタン

ブラシをベースから外して
ください。

歯磨き粉と水をつけたらお
好きなモードをボタンで
選択してお使いください。

モード選択ボタンを押すたびにスーパークリーンモードとセンシティブ
クリーンモードが切り替わります。
切り替わりの確認は各モードのランプの点灯でお知らせします。

●スーパークリーンモード・・・・・標準的な強さで動作
●センシティブクリーンモード・・・敏感な歯や歯茎の方向け

※ブラシハンドルは最後に使用したモードを記憶します。
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ブラシの使い方

ブラッシング（歯磨き）モードの切り替え

センシティブクリーンモード 

ランプでお知らせ

スーパークリーンモード 



ブラシの先端を歯茎のラインに合わせてやや斜めの角度で歯に当てます。
（強く押し付けないでください）

電源ボタンを押してブラッシングを開始します。

ヒント：ブラシを同じ歯に数秒当ててから次の歯へゆっくり移動します。

オーラクリーンシステム音波電動歯ブラシは歯科医が推奨する
2分間ブラッシングを元に動作するよう設定されています。
口腔内を4つのセクションに分割し、30秒間隔でブラッシングを
一時停止することで次のセクションへの移動タイミングをお知らせします。

18

ブラッシング（歯磨き）のテクニック

19

口腔内を4つのセクションに分割しました。
下の歯の外側 1 から磨きはじめます。
一時停止後は下の歯の内側 2 を磨きます。
次は上の歯の外側 3 その後は上の歯の
内側 4 を磨きます。
磨き忘れが無いよう、注意しながらご自身の
お好きな順番で磨きましょう。
無理な力を入れて磨くと歯や歯茎に負担を
かける可能性があります。

ブラッシング技法

3
4

1
2

オーラクリーンシステムブラシは
下記の方にも安心してご利用いただけます。

※研磨剤が入った歯磨き粉はエナメル質を傷つける恐れがあります。

・歯列矯正器をつけている方（ブラシヘッドの摩耗は早くなります）
・歯に詰め物や銀冠と被覆金属のある方
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清潔に保つ（定期的なメンテナンス）

清潔なブラシでブラッシングしましょう。使用後はブラシをゆすぎ、
ベースステーションに戻すことで清潔な状態を維持することができます。

約1週間ごとにブラシヘッドを外して軸やブラシのジョイント部分を
ぬるま湯で洗ってください。
洗う際は本製品に傷がつかないようご注意ください。

ブラシのメンテナンス

ブラシの差込口のほこりや
汚れも拭き取りましょう。

汚れがひどい場合は固く絞った布で
拭き取り掃除してください。

クリーニングの前に電源プラグを
コンセントから抜いてください。
最高の状態を維持するには約1週間ごとに
柔らかい布で汚れを拭き取ります。

21

ベースステーションのクリーニング



この作業は必ず大人の方が行ってください。
電池取り外しの際は、けがをしないよう注意してください。
お子様の手の届く範囲では作業しないでください。
部品を誤飲すると大変危険です。

この製品は環境保護と資源の有効活用にむけて、内臓バッテリーの
取外しが可能です。

※ここに記載されている内容は製品を処分するときの説明です。
　修理を行うためのものではありません。
※取外したバッテリーは高温になる場所に置いたり、
　火中に入れないでください。
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ブラシハンドルのキャップを
取外します。
反時計回りにキャップを回す
と簡単に取外せます。

キャップを
取外してください。

内部に固定されている
ネジをプラスドライバーで
取外してください。

ドライバーを取外した後は右の図の
ように、ブラシハンドルの下半分を
矢印方向へ引っ張ってブラシ
ハンドルを分解します。

※この取扱をする際は充電をせず、バッテリー残量を
　使い切ってから行ってください。

23

製品の処分とバッテリーの取外し バッテリーの取外し手順

注意

必要なもの：

プラスドライバー
マイナスドライバー
ニッパー

※作業前にブラシハンドルからブラシヘッドを取外してください。



ブラシハンドルを
分解すると黒/赤の
線とバッテリーが
出てきます。

バッテリーに貼られている
固定用テープをはがして
ください。

電池

24

図のようにマイナスドライバーを
バッテリーとブラシハンドルの
間に差込んでバッテリーを
外します。
力を入れすぎると思わぬけが恐れ
がありますのでご注意ください。

電池の取り出し
取外したバッテリーの黒/赤い線の切断部は
テープを貼って絶縁してからリサイクル
協力店へお持ちいただくか、
自治体のルールにそって処分してください。

固定用テープをはがした後は
黒/赤の線をニッパーで
切断してください。

※感電の危険を避けるために
　黒い線を先に切断してください。

バッテリーの取外し手順

注意
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よくある質問
Q：ブラシが動かない

Q：UVランプが点灯しない

Q：ブラシのパワーが弱い

A:・ブラシは充電されていますか？初回は使用前に約24時間の充電が　
　　必要です。
　・コンセントが正しく差し込まれているかご確認ください。
　・ブラシヘッドがしっかり差し込まれていない可能性があります。
　・ブラシヘッドが古くなっている場合は交換してお試しください。

A:・ブラシはベースステーションに正しくセットされていますか？
　・コンセントが正しく差し込まれているかご確認ください。
　・ベースステーションには安全装置がついており、平らな面以外では
　　UVランプは点灯しません。

A:・ブラシの充電はされていますか？初回は使用前に約24時間の充電が
　　必要です。
　・ブラシヘッドの交換時期の可能性があります（使用頻度や環境により
　　短くなる場合がありますので通常使用で3ヶ月毎の交換をお勧めして
　　おります。）
　・ブラッシングモードがセンシティブモードに設定されている可能性が
　　あります。

Q：使用中に一瞬停止する

Q：オーラクリーンシステムを海外で使用したい。

A:  オーラクリーンは歯科医が推奨する2分間ブラッシングを元に動作　
　　後は2分で停止するよう設定されています。口腔内を4つの
　　セクションに分割し、30秒間隔でブラッシングを一瞬停止することで
　　次のセクションへの移動タイミングをお知らせします。

A: この製品は定格交流電圧100~240V　50-60Hzに対応しています。
　  最長14日間分の蓄電が可能です（使用頻度/環境により変わります）

27
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1.保証期間内（製品お買い求め後より2年以内）に取扱い説明書に従った  
　正常な使い方で故障した場合に無償修理を行います。
　（診断により代替品交換となる場合があります。）
2.製品に故障が生じた際はカスタマーサービスセンター
　（0120-405-222）、またはお買い求めの販売店までご連絡ください。
　そのうえで、製品と本書およびお買い上げ伝票をご持参またはご送付
　ください。なお、海外でのご使用による修理は受付できかねます。
3.修理品のご持参、お持ち込み・帰りの交通費、送付する際の諸経費は
　お客様のご負担となります。　
4.保証期間内でも下記の内容が確認された場合は有償となります。
　(ア)　お買い上げ後の開梱が注意事項に従った適切な方法でなかったた
　　　　めに生じた故障、破損
　(イ)　お買い上げ後の輸送、移動時のお取扱いが不適切なために生じた
　　　　故障、破損
　(ウ)　乱用、誤用および取扱い不注意、落下、水没、水被りなどによる
　　　　故障、破損
　(エ)　不当な修理または改造による故障、破損

製品保証規定
2年保証

　(オ)　火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変および異常電圧によ
　　　　る故障、破損
　(カ)　本書およびお買い上げ伝票（ご購入日が確認できるもの）の提示
　　　　がない場合
　(キ)　一般家庭用以外（業務用での使用など）に使用された場合の故障、
　　　　破損
5.本書は日本国内にてのみ有効です。
6.本書は再発行できかねます。必ず納品書や購入明細書とあわせて大切に
　保管してください。 
7.贈答品などで保証書が未記入の際、販売店で修理受付ができない場合は
　弊社カスタマーサービスセンターへご連絡ください。修理受付や修理
　代金などをご案内いたします。

※本保証は説明書に従った方法で使用し、有効な保証書を提示いた
　だいた場合に適用します。
　（替えブラシなどの付属品には本保証は適用しません）

※予告なしに製品保証規定が変更になる場合がございます。　
　詳しくはカスタマーサービスセンター(0120-405-222)まで
　ご連絡ください。
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警告

Li-ion

バッテリーの取り扱い

バッテリーは不適切な扱いをすると発火、発煙、破裂の恐れがあります。
次のようなことはおやめください。
・端子部に金属や電気を通すものを接触させない。
・釘や硬貨、その他金属が入っている場所に入れない。
・雨や水、液体に濡らさない。・分解・改造・修理をしない。
・熱源の近くに置かない。・火中に投入しない。

バッテリーの寿命と交換
・通常の使用で約3年が目安となります。（ただし製品保証は2年です。
　バッテリーとその他付属品は保証に含まれません。）
　満充電にしても使用な回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。
・バッテリーの交換はご購入店にご相談ください。（ご自身で行った場合は
　保証対象外になります。また、防水性能が保てず故障の原因となります。）

30 31

製品仕様
ブラシハンドル：

ベースステーション：

電源コード長さ：

定格消費電力：

幅 /最厚部 約 3.3 cm
長さ / 約 18.7 cm
重量 / 約 112.5 g
直径 / 約 10.5 cm
高さ / 約 16 cm
重量 /約 214 g

約125 cm　

5W　 50-60㎐　100〜240V　

商品名称：オーラクリーンシステム 音波振動歯ブラシ

紫外線情報： RST2086      255nm        1.5W

お名前:　　　　　　　　　　　　様　
ご住所：　
ご購入年月日:　　　　　 年　　　　月　　　　 日　
電話番号：

保証書

●歯ブラシの充電使用環境温度：0〜45℃（結露しないこと）　
　電池最大蓄電（100％）：約14日間使用可能 (1日2回使用とし）
　一回の使用は2分で自動OFF（1セクション30秒×4セクション）
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修理を依頼されるときは
●異常がある場合は、使用をやめて必ず電源プラグを
　コンセントから抜いてください。
　お買い上げの販売店または下記センターへ連絡ください。

修理料金の仕組み
●修理料金は、技術料や部品代などで構成されています。

製品および修理に関するお問い合わせ
カスタマーセンター
フリーダイヤル　0120-405-222
平日 10:00〜17:00（土日祝祭日除く）
メールアドレス：  CS@praxi.jp
ホームページ ： http://www.praxi.co.jp　 

Praxi 株式会社 
輸入元取り扱い店


