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ブラッシング圧

適切
ブラッシング圧

強い ●充電残量　●稼動モード
本体LED表示

●本体： 幅29×奥行35×高さ241mm（138g）※ブラシ含む
●ブラシ収納ホルダー： 幅140×奥行90×高さ35mm
●充電器： 幅46.5×奥行63.5×高さ24.5mm　●対応電圧： AC100-110V
●フル充電時の作動時間： 約12日間（1日2回、各2分間使用した場合）

リチウムイオン電池

舌クリーニング

【ブラッシングモード：6モード】 【リアルタイム歯磨きナビ】

【安全機能】

プロクリーン

ホワイトニング

クリーン

クリーン

やわらかクリーン

【ブラッシングモード：2モード】 やわらかクリーン

クリーン

【ブラッシングモード：2モード】

やわらかクリーン

歯ぐきケア

●充電残量
本体LED表示

● 本体： 幅27×奥行35×高さ232mm（136g）※ブラシ含む
● 充電器： 幅46.5×奥行63.5×高さ24.5mm　● 対応電圧： AC100-110V
● フル充電時の作動時間： 約14日間（1日2回、各2分間使用した場合）

仕 様

仕 様

仕 様

12時間でフル充電

リチウムイオン電池

12時間でフル充電

● 本体： 幅32×高さ220mm（115g）※ブラシ含む
● 充電器： 幅46.5×奥行63.5×高さ24.5mm
● 対応電圧： AC100-110V
● フル充電時の作動時間： 約5日間（1日2回、各2分間使用した場合）

仕 様

ニッケル電池

Ni-MH

16時間でフル充電

押し付け防止センサー 過圧ストッパー 過圧コントローラー

過圧ストッパー 過圧コントローラー

【安全機能】

【セット内容・付属品】
本体、充電器、ブラシ収納ホルダー、
スマートフォンホルダー

【付属ブラシ】
●やわらか極細毛ブラシ　●マルチアクションブラシ
●歯間用ブラシ

【セット内容・付属品】 本体、マグネット式充電スタンド、トラベルケース

【セット内容・付属品】
本体、充電器

【付属ブラシ】
●やわらか極細毛ブラシ　●歯間用ブラシ

【セット内容・付属品】
本体、マルチ電圧対応充電器

押し付け防止センサー

モードの説明

ジーニアス プロフェッショナル 多機能なプレミアムモデル

プロ プロフェッショナル 安全機能付きシンプルモデル

すみずみクリーンキッズ プレミアム プロフェッショナル 子供用モデル

スマートフォンアプリ連動

ポジション検知機能

Bluetooth搭載モデル

クリーンモード
通常モード。

プロクリーンモード
プラーク除去効果が最も高いモード。

やわらかクリーンモード
初めてご使用される方や優しいブラシイングをお好
みの方に。

ホワイトニングモード
ステインが気になる方へ。「ホワイトニングブラシ」を
使用して自然な白い歯へ。

歯ぐきケアモード
歯肉をやさしくケア。

舌クリーニング
舌のクリーニングに。

患者参考価格 9,900円

患者参考価格 5,940円

患者参考価格 19,800円

スマートフォンアプリと
連動し、毎日の歯磨きを応援

替えブラシ
優しくかつ効率的なブラッシング。

スマート押し付け防止センサー
ブラッシング圧の弱い、適切、強いを
お知らせ。

● 本体 ： 幅30×奥行30×高さ183mm（132g)
● マグネット式充電スタンド ： 幅58×奥行45×高さ110mm(159g）
● 定格 ： 〈マグネット式充電スタンド〉AC100～240V/50-60Hz/3W
● フル充電時の作動時間 ： 約12日間（1日2回、各2分間使用した場合）

仕 様
● 本体 ： 幅30×奥行30×高さ183mm（127g）
●充電器： 幅57×奥行57×高さ25mm
● 定格 ： AC100～110V/50-60Hz/0.9W
● フル充電時の作動時間 ： 約12日間（1日2回、各2分間使用した場合）

リチウムイオン電池
3時間でフル充電

【セット内容・付属品】 本体、差し込み式充電スタンド

リチウムイオン電池
16時間でフル充電

16ゾーンの
ブラッシングガイド

スマートフォン
アプリと連動

人工知能AIで、適切な
ブラッシングをガイド

【ブラッシングモード：7モード】

【インタラクティブディスプレイ】

やわらか
回転モード

3才からOK タイマー付子供が握り
やすい設計

選んで貼れる
8枚入

海外使用可能
(240Vまで)

ゾーン

患者参考価格 34,760円

日本歯科医師会の推奨は、本
製品の品質・性能等を保証す
るものではありません。また、
製造・販売等に関与するもので
はありません。

日本歯科医師会の推奨は、本製品
の品質・性能等を保証するもので
はありません。また、製造・販売等
に関与するものではありません。

日本歯科医師会の推奨は、本
製品の品質・性能等を保証す
るものではありません。また、
製造・販売等に関与するもので
はありません。

Oral-B iOは、エネルギーを毛先に

直接伝達し、穏やかで効果的な

微振動を引き起こします。

この微振動で、やさしく効率的な

プラーク除去を実現しました。

Oral-B iOは、エネルギーを毛先に

直接伝達し、穏やかで効果的な

微振動を引き起こします。

この微振動で、やさしく効率的な

プラーク除去を実現しました。

【付属ブラシ】
●子供用やわらかめブラシ ブルー × 3本

3時間でフル充電
マグネット式充電スタンド

【付属ブラシ】
●　iO アルティメイト クリーン
●　iO ジェントルクリーン

99

患者参考価格 14,058円44

標準
クリーン

やわらか
クリーン

歯ぐき
ケア

ホワイト
ニング

しっかり
クリーン

超やわらか
クリーン

舌
クリーニング

スマートフォンアプリと連動

アプリ連動で、ブラッシングを記録【ブラッシングモード：4モード】

標準クリーン やわらかクリーン

超やわらかクリーン

モード バッテリー残量 ブラシ交換タイマー

ホワイトニング

【付属ブラシ】
●　iO アルティメイト クリーン × 3本
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【付属ブラシ】
●　iO アルティメイト クリーン
●　iO ジェントルクリーン
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患者参考価格 14,058円44

標準
クリーン

やわらか
クリーン

歯ぐき
ケア

ホワイト
ニング

しっかり
クリーン

超やわらか
クリーン

舌
クリーニング

スマートフォンアプリと連動

アプリ連動で、ブラッシングを記録【ブラッシングモード：4モード】

標準クリーン やわらかクリーン

超やわらかクリーン

モード バッテリー残量 ブラシ交換タイマー

ホワイトニング

【付属ブラシ】
●　iO アルティメイト クリーン × 3本

ブラッシング圧

適切
ブラッシング圧

強い ●充電残量　●稼動モード
本体LED表示

●本体： 幅29×奥行35×高さ241mm（138g）※ブラシ含む
●ブラシ収納ホルダー： 幅140×奥行90×高さ35mm
●充電器： 幅46.5×奥行63.5×高さ24.5mm　●対応電圧： AC100-110V
●フル充電時の作動時間： 約12日間（1日2回、各2分間使用した場合）

リチウムイオン電池

舌クリーニング

【ブラッシングモード：6モード】 【リアルタイム歯磨きナビ】

【安全機能】

プロクリーン

ホワイトニング

クリーン

クリーン

やわらかクリーン

【ブラッシングモード：2モード】 やわらかクリーン

クリーン

【ブラッシングモード：2モード】

やわらかクリーン

歯ぐきケア

●充電残量
本体LED表示

● 本体： 幅27×奥行35×高さ232mm（136g）※ブラシ含む
● 充電器： 幅46.5×奥行63.5×高さ24.5mm　● 対応電圧： AC100-110V
● フル充電時の作動時間： 約14日間（1日2回、各2分間使用した場合）

仕 様

仕 様

仕 様

12時間でフル充電

リチウムイオン電池

12時間でフル充電

● 本体： 幅32×高さ220mm（115g）※ブラシ含む
● 充電器： 幅46.5×奥行63.5×高さ24.5mm
● 対応電圧： AC100-110V
● フル充電時の作動時間： 約5日間（1日2回、各2分間使用した場合）

仕 様

ニッケル電池

Ni-MH

16時間でフル充電

押し付け防止センサー 過圧ストッパー 過圧コントローラー

過圧ストッパー 過圧コントローラー

【安全機能】

【セット内容・付属品】
本体、充電器、ブラシ収納ホルダー、
スマートフォンホルダー

【付属ブラシ】
●やわらか極細毛ブラシ　●マルチアクションブラシ
●歯間用ブラシ

【セット内容・付属品】 本体、マグネット式充電スタンド、トラベルケース

【セット内容・付属品】
本体、充電器

【付属ブラシ】
●やわらか極細毛ブラシ　●歯間用ブラシ

【セット内容・付属品】
本体、マルチ電圧対応充電器

押し付け防止センサー

モードの説明

ジーニアス プロフェッショナル 多機能なプレミアムモデル

プロ プロフェッショナル 安全機能付きシンプルモデル

すみずみクリーンキッズ プレミアム プロフェッショナル 子供用モデル

スマートフォンアプリ連動

ポジション検知機能

Bluetooth搭載モデル

クリーンモード
通常モード。

プロクリーンモード
プラーク除去効果が最も高いモード。

やわらかクリーンモード
初めてご使用される方や優しいブラシイングをお好
みの方に。

ホワイトニングモード
ステインが気になる方へ。「ホワイトニングブラシ」を
使用して自然な白い歯へ。

歯ぐきケアモード
歯肉をやさしくケア。

舌クリーニング
舌のクリーニングに。

患者参考価格 9,900円

患者参考価格 5,940円

患者参考価格 19,800円

スマートフォンアプリと
連動し、毎日の歯磨きを応援

替えブラシ
優しくかつ効率的なブラッシング。

スマート押し付け防止センサー
ブラッシング圧の弱い、適切、強いを
お知らせ。

● 本体 ： 幅30×奥行30×高さ183mm（132g)
● マグネット式充電スタンド ： 幅58×奥行45×高さ110mm(159g）
● 定格 ： 〈マグネット式充電スタンド〉AC100～240V/50-60Hz/3W
● フル充電時の作動時間 ： 約12日間（1日2回、各2分間使用した場合）

仕 様
● 本体 ： 幅30×奥行30×高さ183mm（127g）
●充電器： 幅57×奥行57×高さ25mm
● 定格 ： AC100～110V/50-60Hz/0.9W
● フル充電時の作動時間 ： 約12日間（1日2回、各2分間使用した場合）

リチウムイオン電池
3時間でフル充電

【セット内容・付属品】 本体、差し込み式充電スタンド

リチウムイオン電池
16時間でフル充電

16ゾーンの
ブラッシングガイド

スマートフォン
アプリと連動

人工知能AIで、適切な
ブラッシングをガイド

【ブラッシングモード：7モード】

【インタラクティブディスプレイ】

やわらか
回転モード

3才からOK タイマー付子供が握り
やすい設計

選んで貼れる
8枚入

海外使用可能
(240Vまで)

ゾーン

患者参考価格 34,760円

日本歯科医師会の推奨は、本
製品の品質・性能等を保証す
るものではありません。また、
製造・販売等に関与するもので
はありません。

日本歯科医師会の推奨は、本製品
の品質・性能等を保証するもので
はありません。また、製造・販売等
に関与するものではありません。

日本歯科医師会の推奨は、本
製品の品質・性能等を保証す
るものではありません。また、
製造・販売等に関与するもので
はありません。

Oral-B iOは、エネルギーを毛先に

直接伝達し、穏やかで効果的な

微振動を引き起こします。

この微振動で、やさしく効率的な

プラーク除去を実現しました。

Oral-B iOは、エネルギーを毛先に

直接伝達し、穏やかで効果的な

微振動を引き起こします。

この微振動で、やさしく効率的な

プラーク除去を実現しました。

【付属ブラシ】
●子供用やわらかめブラシ ブルー × 3本

3時間でフル充電
マグネット式充電スタンド

【付属ブラシ】
●　iO アルティメイト クリーン
●　iO ジェントルクリーン

99

患者参考価格 14,058円44

標準
クリーン

やわらか
クリーン

歯ぐき
ケア

ホワイト
ニング

しっかり
クリーン

超やわらか
クリーン

舌
クリーニング

スマートフォンアプリと連動

アプリ連動で、ブラッシングを記録【ブラッシングモード：4モード】

標準クリーン やわらかクリーン

超やわらかクリーン

モード バッテリー残量 ブラシ交換タイマー

ホワイトニング

【付属ブラシ】
●　iO アルティメイト クリーン × 3本
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