
1	 安全上のご注意
お使いになる前に必ずお読みください。ここ
に示した内容は、製品を安全に正しくご使用
いただき、使用者や他の人々への危害、財産
への損害を未然に防止するためのものです。

 警告
次の方は使用しないでください。または使
用前に歯科医にご相談ください。
•	口内の感覚が敏感な方
•	口腔または歯周の手術直後や治療中の方
•	口腔内に気になる症状（治療中の歯、不
安定な入れ歯など）のある方
•	歯茎からの出血が続く、または大量の出
血がある方
	▶ 傷口の悪化や、けがの原因になります。

電池やブラシは乳幼児の手の届かないとこ
ろに置き、お子様だけでの使用は避けてく
ださい。※ 3 歳未満の乳幼児への使用は避
けてください。
	▶ けがの原因になります。万一、電池やブ
ラシを飲み込んだ場合は、すぐに医師に
相談してください。

ブラシは複数の人で共用しないでください。
	▶ 病原菌に感染する原因になります。

植込み型医療機器（心臓ペースメーカーな
ど）の装着部位から 10 cm 以内に近づけ
ないでください。
	▶ 本体に内蔵されている磁石の影響によ
り、植込み型医療機器の誤動作をまねく
恐れがあります。

浴室内などの水のかかる場所で使用しない
でください。
	▶ 感電や故障の原因になります。

 注意
電池の⊕⊖極を正しく入れてください。
指定の電池を使用してください。
	▶ 発熱や液漏れ、破裂などにより、本体の
破損やけがの原因になります。

長期間使用しないときは、電池を取り外して
ください。また、使用済みの電池はすぐに取
り外し、新しいものと交換してください。
	▶ 液漏れなどにより、本体の破損やけがの
原因になります。電池の液が目に入った
り、皮膚に付着した場合は、すぐに多量
の水で洗い流し、医師の治療を受けてく
ださい。

歯や歯茎にブラシを強く押し当てたり、毛
先以外のプラスチック部分を当てたりしな
いでください。また、長時間同じ箇所を磨
かないでください。
	▶ 歯や歯茎を傷つける原因、本体が故障す
る原因になります。

人以外に使用しないでください。
	▶ 事故やトラブルの原因になります。

本体を踏んだり、落としたり、強い衝撃を
与えないでください。
	▶ けがや故障の原因になります。

自分で意思表示ができない人は使用しない
でください。
	▶ 事故やトラブルの原因になります。

分解や修理・改造をしないでください。
	▶ けがや故障の原因になります。

お願い
•	歯みがき以外の目的には、使用しないで
ください。
•	歯みがき粉を使用する場合は、研磨剤が
入っていないものを使用してください。
研磨剤が入っている歯みがき粉（ヤニ取
り用・美白用など）は、歯や歯茎を傷め
る原因になります。ご使用の場合は、歯
科医にご相談ください。
•	ステムを傷つけたり、ステムに必要以上
に力を加えたりしないでください。故障
の原因になります。

ステム
本体

2	 各部の名称と付属品

本体
ONボタン

ブラシ

お試し用電池
（単4形アルカリ乾電池）

電池キャップ

OFFボタン

・付属ブラシの詳細については、裏
面の「  　 仕様」を参照してくだ
さい。
・替えブラシをご購入の際は、必ず
タイプ２の替えブラシをご購入く
ださい。異なるタイプでは使用で
きません。
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取 扱 説 明 書
音波式電動歯ブラシ

このたびは、オムロン製品をお買い上
げいただきありがとうございました。
•	安全に正しくお使いいただくため、この
取扱説明書を必ずお読みください。

•	本書はいつもお手元においてご使用くだ
さい。

•	本書は品質保証書を兼ねています。紛失
しないように保管してください。

•	本書に記載しているイラストはイメージ
図です。

警告、注意について

警告
誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う
ことが想定されます。

注意
誤った取り扱いをすると、
人が傷害を負う、または物
的損害 *	の発生が想定され
ます。

*物的損害とは、家屋や家財および家畜や
ペットに関わる拡大損害を示します。

2829276-1A

保証規定

※以下のいずれかを必ず行ってください。
　・販売店で以下に記入、捺印していただく。
　・販売店で発行されたお買い上げを証明するもの
　 （レシートやシールでも可）を本品質保証書に貼
　 付または保管いただく。

〒617-0002 
京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

品 質 保 証 書
このたびは、オムロン製品をお買い求めいただ
き、ありがとうございました。製品は厳重な検
査をおこない、高品質を確保しております。し
かし、通常のご使用において、万一不具合が発
生しましたときは、保証規定により、お買い上
げ後1年間は無償にて修理、また故障内容や製
品によっては、交換あるいは他機種との交換を
いたします。

発売元

※製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。
　This warranty is valid only in Japan.

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書き
にしたがった正常な使用状態で、お買い上
げ後 1年以内に故障した場合には無償にて
修理、また故障内容や製品によっては、交
換あるいは他機種との交換をいたします。

2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場
合は、オムロンお客様サービスセンターま
たはご購入の販売店にご連絡ください。

3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理
になります。

　（イ） 使用上の誤りおよび不当な修理や改造
による故障および損傷。

　（ロ） お買い上げ後の落下などによる故障お
よび損傷。

　（ハ） 火災、地震、水害、落雷、その他の天
災地変、公害や電源の異常電圧、指定
外の使用電源（電圧、周波数）などに
よる故障および損傷。

　（ニ） 品質保証書の提示がない場合。
　（ホ） 品質保証書にお買い上げ年月日、販売

店名の記入のない場合、または販売
店で発行されたお買い上げを証明す
るものがない場合、あるいは字句を
書き換えられた場合。

　（ヘ） 消耗部品。
　（ト） 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
　（チ） その他取扱説明書に記載されていない

使用方法による故障および損傷。
4. 品質保証書は再発行いたしませんので紛失
しないよう大切に保管してください。

5. 品質保証書は本規定に明示した期間、条件
のもとにおいて無償保証をお約束するもの
です。したがって、この保証書によってお
客様の法律上の権利を制限するものではあ
りません。

6. 修理対応期間は製造打ち切り後 5年となり
ます。

お買い上げ店名

お買い上げ年月日　　  　　年　　　月　　　日

販売名 オムロン 音波式電動歯ブラシ
HT-B220/HT-B221/HT-B222/
HT-B223/HT-B224/HT-B905

オムロン ヘルスケア お客様サポート
http://www.healthcare.omron.co.jp/support/

消耗品・別売品のご注文は
http://store.healthcare.omron.co.jp/

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品の
ご注文、修理のご依頼は

オムロン お客様サービスセンター
TEL 0120-30-6606 （通話料無料）
FAX 0120-10-1625 （通信料無料）　
受付時間 9：00～19：00（祝日を除く月～金）
〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370
※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただく
　場合があります。

印



7	 お手入れと保管
お手入れについて
•	 いつも清潔にしてお使いください。
•	 歯みがき粉が付着した状態で放置すると、
本体表面が劣化する場合があります。

•	 汚れは乾いたやわらかい布で拭き取って
ください。汚れがひどいときは、水また
は薄めた中性洗剤をしみこませた布をか
たく絞って拭き取り、やわらかい布でか
ら拭きしてください。

•	 本体内部に水などが入らないように注意
してください。

•	 水をためてつけ洗いしたり、水の中に放
置したりしないでください。

•	 ブラシ、本体をアルコールに浸したり、
40	℃を超えるお湯で消毒したりしないで
ください。

•	 消毒液をつけた布で拭かないでください。
•	 汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、
エタノールなどを使用しないでください。

保管ついて
•	 次のようなところに保管しないでください。
水のかかるところ／高温・多湿、直射日
光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影
響を受けるところ／振動、衝撃のあると
ころ／化学薬品の保管場所や腐食性ガス
の発生するところ

•	 	乳幼児の手の届かないところに置いてく
ださい。

上記の注意事項、その他の正しい使用方法を
お守りいただけない場合は、品質に責任を負
いかねます。

8	 おかしいな？と思ったら
こんな
とき 原因・対処のしかた

ブラシの
動作が不
安定

ブラシが本体に正しく取り付け
られていない。
	▶ ブラシを正しく取り付けてく
ださい。	
（ 4 	ブラシを取り付ける）

ブラシの振
動が弱い

電池の残量が減っている。
	▶ 電池を交換してください。	
（ 3 	電池を入れる）ONボタ

ンを押し
ても動か
ない

電池の向きが間違っている。
	▶ 電池を正しく入れ直してくだ
さい。	
（ 3 	電池を入れる）

本体があ
たたかい

特性上少しあたたかくなる。
	▶ 故障ではありません。また本製
品の寿命にも影響ありません。

歯茎から
出血する、
振動が強
くて歯茎
が痛い

電動歯ブラシを使用し始めてか
ら数日間は、歯茎から若干出血
することがあります。
	▶ 通常、出血は数日で止まりま
す。出血が2週間以上続く場
合は使用を中止し、歯科医の診
断を受けてください。

使用ブラシが合っていない。
	▶ やさしくブラッシングができ
る歯周ケアブラシ（SB-182）
のご使用をお勧めします。

9	 仕様
販売名

オムロン	音波式電動歯ブラシ
HT-B220/HT-B221/HT-B222/
HT-B223/HT-B224/HT-B905

電源 単 4 形アルカリ乾電池	
1 個（DC1.5	V）

消費電力 約 0.2	W

電池寿命
約 2.5 カ月間（単 4形アルカリ
乾電池 1個で室温 23	℃、1回
2分、1日 2回使用の場合）

振動数 約 18,000 回／分

使用環境
条件 ＋5〜＋ 35	℃	/30 〜 85	％ RH

保管環境
条件 −20〜＋ 60	℃	/10 〜 95	％ RH

質量 本体：約 36	g（ブラシ・乾電池
含む）

外形寸法
全長約 194.5	mm（ブラシ含
む）×幅約 15.6	mm×奥行き
約 15.9	mm

付属品
ブラシ（1本）、お試し用電池（単
4 形アルカリ乾電池 1 個）、取扱
説明書（品質保証書付き）

お断りなく仕様を変更することがあります。

• 付属ブラシ
本体の型式 付属しているブラシ

HT-B220/HT-B223/
HT-B224/HT-B905 歯垢除去ブラシ

HT-B221 歯周ケアブラシ

HT-B222 幅広プレミアム	
ブラシ

3	 電池を入れる
本体と手が乾いた状態で電池を入れてください。

電池
キャップ

単4形アルカリ
乾電池

本体

防水ゴム

1

3

2

1 電池キャップを回して外す

2 電池を入れる
電池の を上図のように入れてく
ださい。
•	 単 4形アルカリ乾電池以外は使用
しないでください。

•	 使用済み電池の廃棄方法は、お住まい
の市区町村の指導に従ってください。

•	 防水ゴムを取り外さないでくださ
い。防水性が損なわれ、水洗いの
際に水が本体に浸入し、故障の原因
になります。

3 電池キャップを回して閉める

①②

（A）

（B）（C）

①本体の凸部（A）と電池キャップの
凸部（B：長い方）が合うように、電
池キャップを本体に差し込みます。
②電池キャップを回して、電池キャッ
プの凸部（C：短い方）を本体の凸
部（A）に合わせます。
•	 電池キャップがゆるんだまま使用
すると、水が入り、故障の原因に
なります。

•	 強く回しすぎないようにしてくだ
さい。無理に回すと破損する場合
があります。

連続使用時間について
単 4形アルカリ乾電池 1個で約 2.5 カ月間
使用できます。（室温 23℃、1回 2分、1日
2回使用の場合）
•	 使用する電池の銘柄、使用時間、ブラシ
にかかる圧力などにより異なりますので、
ブラシの振動が弱くなったら、早めに電
池を交換してください。

•	 付属の電池はお試し用です。2.5 カ月以
内に寿命が切れることがあります。

4	 ブラシを取り付ける
1 ブラシを本体に差し込む

ブラシを本体正面に向け、カチッと音
がするまでまっすぐに差し込みます。
ななめに差し込んだり、回しながら差
し込んだりすると、本体やブラシが破
損する恐れがあります。

ブラシの毛先は上向き

5	 歯ブラシを使う
1 口の中にブラシを入れる

飛び散りを防ぐために、口の中にブ
ラシを入れてからONボタンを押し
てください。

2 ON ボタンを押す
ブラシが振動します。
ブラシを歯に軽く当て、横方向に移
動させながら磨いてください。
•	 初めてご使用になる際、独特な刺
激を感じることがあります。これ
は音波式電動歯ブラシ特有の音波
振動によるものです。

•	 使用推奨時間は 1回 2分です。

3 磨き終わったら、OFF ボタンを
押す

6	 使い終わったら
1 本体からブラシを真っすぐ引い

て外す

2 外したブラシを水で洗う

3 本体を水で洗う
電池キャップがゆるんだ状態、また
は外れた状態で洗わないでください。

4 水分を拭き取り保管する
本体は乾いたやわらかい布で拭き、風
通しのよいところに置いてください。
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