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注意 充電時以外は、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化
による感電・漏電火災の原因になります。

注意 ハンドル、ブラシヘッド、充電器を食器洗浄機や乾燥機で洗浄や乾燥をなさらないでください。

注意 ●製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。
●本体内部の金具は鋭いので、ご注意ください。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○ 絵表示について

○絵表示の例

・ 記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁
止内容（左図の場合は分解禁止）を示します。

・ 記号は、「危険、警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意内
容（左図の場合は高温注意）を示します。

・ 記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強
制内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと）を示します。

安 全 上 の
ご 注 意

● ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってくだ
さい。
● 誤った取扱をしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けしてい
ます。
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　警　告

● 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解や改
造はしない。また、修理技術者以外の人は、
分解したり修理をしないでください。火災、
感電、けがの原因となります。修理はお買い
上げの販売店または小泉成器修理センター
にご相談ください。

● お手入れの際は必ず充電器の電源プラグを
コンセントから抜いてください。再度コンセ
ントを差し込む際には、充電器が濡れてい
ないことを確認してください。また、濡れて
いる手で抜き差ししないでください。感電や
けがをすることがあります。

● 充電器の電源コードや電源プラグが傷んだ
り、コンセントの差込みが緩いときは使用し
ないでください。感電・ショート・発火の原因
になります。

● 充電器の電源コードを傷付けたり、無理に
曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばね
たり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加
工したりしないでください。また、電源コー
ドを熱したものの上に置いたり、屋外で使用
しないでください。電源コードが破損し、火
災・ショート・感電の原因となります。

● 浴室での使用は絶対にしないでください。
感電する場合があります。

● 充電器を浴室で保管しないでください。水
の中に落ちた充電器には絶対に触れないで
ください。

● 充電器を水につけたり、水をかけたりしないで
ください。ショート・感電のおそれがあります。

● 乳幼児の手の届くところに本製品を置かな
いでください。

● ハンドルを充電する時は専用の充電器以外
では行わないでください。

● 屋外で充電器を使用しないでください。

● 歯や歯ぐきにブラシヘッドを強く当てたり、
1カ所に長く当てすぎないで下さい。歯や歯
ぐきを傷つけることがあります。歯周病がひ
どい人などは歯科医師にご相談ください。

● 充電器の電源プラグをコンセントから抜くと
きは、電源コードを持たずに必ず先端の電
源プラグを持って引き抜いてください。感電
やショートして発火することがあります。

● 充電時以外は、充電器の電源プラグをコン
セントから抜いてください。けがややけど、
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因にな
ります。

● 器具用プラグにピンやごみを付着させない
でください。感電・ショート・発火の原因に
なります。

● 歯ブラシのプラスチック部分を歯にあてな
いでください。歯や歯ぐきを傷つける原因
になります。

● 治療中の歯や不安定な入れ歯など口腔内
に気になる症状がある場合は、その部位で
の使用はしないでください。けがの原因に
なります。

● 乳幼児（乳歯）や自分で操作ができない方、
口内の感覚が弱い方などは使用しないでく
ださい。

● 充電器底面に表示されている電源以外は
使用しないでください。火災・感電の原因
となります。この製品は100Vｰ240Vの範囲
で稼働するように設計されていますが、電
圧互換性を保証するものではありません。
スムーズにコンセントに電源プラグが装着
できない場合、無理に押し込もうとしないで
ください。
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ブラシヘッドをハンドルに取り付ける方法3

注意

お手入れの際、シンナー、ベンジン、アルコール類を使用すると、変色、変形の原因にもなりますの
で、絶対に使用しないでください。また洗剤もご使用にならないでください。
充電器のお掃除の時に、電源コード・プラグを調べてください。もし電源コード・プラグの異常が
ありましたら、事故防止のため使用を中止し、お買い求めの販売店か小泉成器修理センターにお
問い合わせください。

注意 充電器は絶対に水の中に入れないでください。

ハンドル

充電器

ソニッケアーの保管（長期間使用しない場合）

ブラシヘッド

電池を常に満充電の状態にしておくために使用後は常にハンドルを充電器に立てておいてください。満充電
にするには約30時間必要です。

※ブラシヘッドとハンドルの間にはわずかなすき間があります。

1 毛先がハンドルの正面を向くようにブラシヘッドの向きを 
そろえてください。

1 ブラシヘッドを取り付ける。
ブラシヘッドの毛先がハンドルの正面を向くように、ブラシヘッ
ドを金属シャフトにまっすぐはめ込んでください。
（⑤ブラシヘッドをハンドルに取り付ける方法）を参照してく
ださい。

2 ブラシヘッドを数秒間水でゆすいで濡らします。
お好みにより、歯磨き粉をつけます。
※ ブラシヘッドのキャップはご使用前に外してください。

3 歯磨き粉が飛び散らないように、ブラシヘッドを口腔
内に入れてから電源スイッチを押します。
ブラシヘッドを歯と歯ぐきのさかい目に少し角度をつけて軽く
当てて、ゆっくりと移動させます。長い毛が歯間に届くよう気を
つけて、同じ箇所で約2秒間ずつブラッシングしてください。

4 ブラッシングが終わったら、かみ合わせ部分や着色
汚れ（ステイン）がある部位を追加でブラッシング
することも可能です。また、お好みによりパワーオ
ンもしくはオフの状態で舌のクリーニング用にもお
使いいただけます。

※ ソニッケアーは下記の部位にも安心してお使いいただけます。
- 歯列矯正装置（ブラシヘッドの消耗が早まります）
-  歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）

5 ブラッシングを終えると、自動的にスイッチが切れます。
さらに磨きたい場合は、もう一度スイッチを入れます。

6 ブラッシング後は、口を水でゆすぎます。

7 使用後は、必ずブラシヘッドを水で洗ってください。
水道蛇口から水を出して、ブラシヘッドに残ってい
る歯磨き粉を洗い流してください。
電源を入れてブラシヘッドを振動させると、よりきれいになります。
※ ソニッケアーを臨床試験でご使用の際は、満充電されているのを
確認してください。ステインが気になるときはブラッシング時間を
30秒延長してください。
※ ブラシヘッドの交換時期は約3カ月が目安になります（使用頻度、使
用方法により変化します）。

2 ブラシヘッドが止まるまで、金属シャフトにヘッドをしっかり 
はめ込んで固定してください。

Rechargeable
sonic toothbrush

ソニッケアー パワーアップ 
音波式電動歯ブラシ

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、
電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。

●本体にさわると時々電気を感じる。
●こげくさい臭いがする。
●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
●その他の異常、故障がある。

ご 使 用 の 時 こ の よ う な 症 状 は あ り ま せ ん か？

仕 様

お買い上げ
店　名

お買い上げ日 年　   月　   日
TEL.　 （　　 　）

便　利　メ　モ

日本販売代理店製造元
Philips Oral Healthcare, Inc.
22100 Bothell Everett Hwy,
Bothell, WA 98021-8431 U.S.A.

品 名 音波式電動歯ブラシ

形 名 ソニッケアー パワーアップ

品 番 HX3110

ハ ン ド ル 品 番 HX3110

充 電 器 品 番 HX6100B

質量（本体＋ブラシヘッド） 140g

定 格 電 圧 AC100V-240V、50/60Hz

ブ ラ シ 振 動 数 約15,000ストローク/分

充 電 時 間 約30時間

使 用 時 間 満充電後、通常使用（目安として）
（2分間のブラッシングを1日2回）で約1週間

使 用 充 電 池 ニッケル水素電池（Ni-MH）

消 費 電 力 充電器 0.4-1.4W（充電時）

ブラシヘッド
最良のブラッシング効果を得るため、ブラシヘッドを約3カ月ごとに交換することをおすすめします
（使用頻度、使用方法により変化します）。
破損の兆候が見えた場合は、速やかにお取り換えください。
ソニッケアーProResults（プロリザルツ）、Sensitive（センシティブ）※、DiamondClean（ダイヤモンドクリーン）※  
ブラシヘッドを必ずお使いください。※替ブラシは別売り。

ソニッケアー 保証書 持込修理
CERT I F IC ATE  OF  PURCHASE

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記
期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店または小泉成器修理セン
ターに修理をご依頼ください。
お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパ
ンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いにつ
いての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品 名 音波式電動歯ブラシ
形 名 ソニッケアー パワーアップ
保 証 期 間 お買い上げ日より2年
対 象 部 分 ハンドル、充電器（ブラシヘッドは除く）
お 買 い 上 げ 日 　　　　　　年　　　　月　　　　日

お 客 様

ご住所 〒

ご芳名

電話番号

★ 販 売 店

販売店・住所・電話番号

 この印刷物は再生紙を使用しております。
©2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.(KPENV) All rights reserved.
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips Electronics N.V. 
の商標または登録商標です。 Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

★ 保証書は再発行しませんので大切に保管してください。
★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答
品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06（6261）8230　FAX 06（6268）1432
フィリップスコンシューマーライフスタイル事業部
日本販売代理店 小泉成器株式会社
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06（6613）3211

ナビダイヤルにかからない時は
小泉成器東日本修理センター  TEL 048（718）3340
〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
小泉成器西日本修理センター  TEL 06（6613）3145
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1-3-98

フィリップスお客様情報センター
ナビダイヤル（全国共通）

0570（07）6666

小泉成器部品センター
ナビダイヤル（全国共通）

0570（09）2222

小泉成器修理センター
ナビダイヤル（全国共通）

0570（09）8888

受付時間：平日9：00～17：30　（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

★ 修理に関するお問い合わせ

★ 製品に関するお問い合わせ

★ 部品に関するお問い合わせ

ソニッケアー パワーアップをお買いあげいただき、誠にありがとうございま
す。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの
上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必
ず保管してください。

②各部の名称

ハンドル 1本 C

ブラシヘッド 1本 A

携帯用キャップ 1個 D

充電器 1個 E
＊改良のため、仕様を予告なく変更することがあります。

●商品のご確認 商品をご確認ください

取 扱 説 明 書

保証書付
保証書は、この取扱説明書の最終
ページについておりますのでお買い求
めの販売店で記入を受けてください。

使　用　上　の　ご　注　意

1 .
毛がひろがったり毛先がつぶれたブラシヘッドは使わないようにしてください。破損した毛がブラッシング中に取れてし
まうことがあります。このようなことを防ぐため、また、最適な歯垢の除去と機能を維持するために、ブラシが目に見え
て傷んでいない場合でも、約3カ月ごとのブラシヘッドの交換をおすすめいたします。

2 . 一般の口腔衛生用品を初めてご使用になる場合と同様、過去2カ月間に口腔内の治療や歯ぐきの手術を受けられ
た場合は、本製品をご使用になる前に、歯科医師にご相談ください。

3 . 本製品をご使用の結果、万一激しい出血があった場合や、本製品を使い始めて1週間経過後も出血が認められる
場合には、ご使用を中止し、歯科医師にご相談ください。

4 .
ペースメーカー等の体内埋め込み型医療機器をお使いの方が本製品をご使用になる場合は、ご使用になる前にか
かりつけの医師と埋め込み型医療機器メーカーにご相談ください。また、その他健康面で不安なことがある場合も同
様にご使用の前にかかりつけの医師にご相談ください。

5 .
本製品は歯、歯ぐき、および舌の洗浄のために設計されています。本取扱説明書に記載されている以外の目的では
使用しないでください。本製品を適切に使用できない場合は、すみやかにご使用を中止してください。また、痛みや不
快感が生じた場合はすみやかに医師にご相談ください。

6 . お子様がご使用の際には、必ず監督下のもとに行ってください。
7 . 炭酸ナトリウムを含む歯磨き粉をお使いの場合は使用ごとにブラシヘッドをよく水洗いしてください。中性洗剤による洗浄も効果的です。プラスチック部のひび割れが生じる危険性があります。

8 . メーカー専用の付属品を使用してください。
9 . 本製品は食器洗浄機や乾燥機、電子レンジで洗浄・乾燥しないでください。

10. スイッチは、指の腹でスイッチボタンの中心部を押してください。爪で押すと故障 の原因となります。

ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、取扱説
明書は大切に保管してください。

A
ブラシヘッド

C
ハンドル

B
電源スイッチ

D
携帯用キャップ

E
充電器

満充電するには約30時間必要です。

1 充電器の電源コードをコンセントに差し込みます。

1 ブラシヘッドを外して金属シャフト部をぬるま湯で洗浄してく
ださい。
※ 金属シャフト上のゴム製シールを先の尖ったもので突き刺さない
ようにしてください。破損が生じるかもしれません。

1 お手入れの前に必ず充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。

1 ハンドルを充電器から外し、スイッチを
“ON”にして完全に動作しなくなるまで電池
を放電させてください。何度もこのステップ
を繰り返して完全に動作しなくなったことを
ご確認ください。

2 布で充電器の表面をきれいに掃除してください。

2 ハンドルの底にあるス
ロットにマイナスドラ
イバーの先を入れて
ください。ドライバー
を反時計回りに回し、
ボトムキャップを外し
てください。

3 ハンドルの上下を逆
さにし、シャフトを下に
押して、ハンドルの内
部を取り出してくださ
い。

5 ワイヤーを切断し、充
電池を本体から取り
外します。

4 マイナスドライバーを留め金に置き、ハン
マーで軽く叩きそれぞれ3つの留め金を壊
し、ボトムキャップを本体から外します。

1 ご使用のたびにブラシヘッドと毛先を水で洗い自然乾燥させ
てください。

1 充電器の電源プラグをコンセントから抜き、お手入れをします
（⑧ハンドルおよび充電器のお手入れの仕方を参照してくだ
さい）。

2 ハンドル表面を湿らせた布で全体的にむらなく拭いてください。

2 ハンドルからブラシヘッドを外して接合部を少なくとも1週間
に1回ぬるま湯で洗浄してください。

2 直射日光を避け、冷暗所で保管してください。

2 ハンドルの底面が充電器に完全に接するようにハンドルを立
てます。

2分間タイマー機能は、２分間のブラッシング時間を経過すると自動的に停止する機能です。
※米国の歯科専門家は１日２回各２分間以上のブラッシング時間を推奨しています。

2分間タイマー機能 （ブラッシング自動停止機能）

＊使い方のコツ

性能を最大限引き出すために、ブラシヘッドを歯に軽く当ててブラッシングしていただくのがコツです。

※ブラシヘッドの交換時期は約3カ月が目安になります（使用頻度、使用方法により変化します）。
※ブラシが消耗すると、青色のブラシ毛が白くなり交換時期をお知らせします。

● ソニッケアーを初めてお使いいただくと、少しくすぐったい感じや、ちくちくした感じ
を受けることがありますが、慣れるにつれ、この感じは少なくなっていきます。
●ソニッケアーの動きに任せてください。カを入れてこすったりすると、逆効果です。

・ 歯磨き粉をお使いになる場合、飛び散るのを防ぐためブラシヘッドを口腔内に入れてから電源を
入れてください。
・ ソニッケアーの性能を最大限引き出すために、ブラシヘッドを歯に軽く当ててブラッシングしてく
ださい。
・ ソニッケアーをはじめてお使いいただく方は、慣れるまでくすぐったく感じることがあります。慣れ
るとともにこの感覚は減少します。
・お好みによって舌のブラッシングにもお使いいただけます。

上手なみがき方7

以下のポイントに注意していただくと、効果的なブラッシングができます。

ソニッケアーの効果的なブラッシング方法
ブラシを少し斜めにあて
てください。

ブラシを少し立てるよう
にあててください。

かみ合わせ面に対して
垂直にあててください。

ブラシをたてにあてて
ください。

歯と歯ぐきの境目 奥歯の奥 かみ合わせ 前歯の裏側（タテにあてる）

ブラシを歯の表面に少し斜めにあててください。 ブラシを歯の表面に少し斜めにあててください。

歯の表面 奥歯の裏側

このような場合
● 歯列矯正装置をつけている方
歯と歯列矯正装置の間に、ブラシの毛先を少し斜めに当てるようにして磨きます。 
歯と矯正装置の間にブラシの毛先を無理に押し込まないでください。

● 治療後の歯科補綴物
詰め物、クラウン、ラミネートベニアー等の歯科補綴物にも安心してご使用いただけますが、
何か異常を感じた場合、歯科医師にご相談ください。

● 最良のブラッシング効果を得るため、ブラシヘッドを約3カ月ごとに交換することをおすすめします
（使用頻度、使用方法により変化します）。
●破損の兆候が見えた場合は、速やかにお取り換えください。
● ソニッケアー ProResults（プロリザルツ）、Sensitive（センシティブ）※、DiamondClean（ダイヤ
モンドクリーン）※ ブラシヘッドを必ずお使いください。※替ブラシは別売り。

この製品はニッケル水素電池を使用しています。
ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、
各自治体の処理方法に従い、リサイクル協力店にお持ちください。

ニッケル水素電池のリサイクルについて

・ 必ず1～5の手順に従って作業を行ってください。
・ 充電池を取り外す前にマイナスドライバーで、ハンドル底にあるボトムキャップを外してください。
  作業を行う際は目、手、指などをけがされないように注意してください。

充電池の取り外し方

※取り出した廃棄電池は⊕､⊖端子をショートさせないように注意してください。
※ご自身では充電池の交換はできません。  
※これで充電池をリサイクルできます。充電池以外は各自治体の処理方法に従い廃棄してください。

作動しない。   

● コンセントに充電器の電源プラグがきちんと差し込まれていることを確認してください。
● 場合によっては、ブラシヘッドを再度装着、あるいは交換する必要があるかもしれません。

充電しても数分しか使えない。   

●ハンドルの底が充電器の充電部に接触するようにまっすぐ立ててください。
● 充電時間が短い可能性があります。充電池を活性化するために30時間以上充電してください。

ブラッシングの力が弱く感じる。   

● ブラシヘッドを押し当てすぎると、ブラシの振幅が小さくなります。ブラシヘッドは歯に軽く
当てるようにしてください。
●充電が不十分な場合もありますので、再度30時間以上充電してください。
●ブラシヘッドが約3カ月に一度交換されているかどうかご確認ください。

使い始めてから2分程度でブラシヘッドの動作がとまる。   

● スマートタイマー機能により、電源スイッチを入れてから2分経過すると自動的に動作がと
まります。詳しくは⑤ソニッケアーの機能をご覧ください。

ブラシヘッドが歯にあたる時にガタガタ音がする。   

● ブラシヘッドを少し斜め（45°）にあててください。 
詳しくは⑦上手なみがき方をご覧ください。

変なにおいがする。   

●ハンドル、ブラシヘッド、充電器をお手入れしてください。
　詳しくは⑧ハンドルおよび充電器のお手入れの仕方をご覧ください。

＊  以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、お買い求めの販売店か
小泉成器修理センターにお問い合わせください。

保証書と修理サービスについて（必ずお読みください）

〈保証書・表面に付属〉
●保証は、本製品を最初に購入された方のみ適用されます。
● 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確か
めのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの
あと大切に保管してください。

【補修用性能部品の最低保有期間】
●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】
● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにお
問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】
● 修理をご依頼されるまえに、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検してください。尚、異常の
あるときはご使用を中止し、ハンドルと充電器をセットでお買い上げの販売店または小泉成器修理セン
ターへご依頼ください。

【保証期間中は】
● 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理いた
します。

【保証期間が過ぎているときは】
● お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにご相談ください。ご希望により商品を検査の上、有
料にて交換対応させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】
●本製品の保証は海外においても有効です。
● 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフター
サービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
● 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせくだ
さい。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。
Philips Oral Healthcare, Inc.
221000 Bothell Everett Hwy, 
Bothell, WA 98021-8431 U.S.A.
Phone:+1 (800) 682-7664

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】
● お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ

http://www.philips.co.jp/に掲載されている『お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針』
に基づき適切に管理いたします。

保証
期間 お買上げ日から2年間

対象
部分

ハンドル、充電器
（ブラシヘッドは除く）

無料修理規定12

〈無料修理規定〉
1．保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障
した場合には無料修理します。

2．保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示
のうえ、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにご依頼ください。

3．ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4．ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、小泉成器修理セ
ンターにご相談ください。

5．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
④一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
⑤本書の提示がない場合。
⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するもので
す。従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。
※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書
の保証とアフターサービスの項目（⑪保証とアフターサービス）をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は、株式会社フィリップスエレクト
ロニクスジャパンのホームページhttp://www.philips.co.jp/に掲載されている『お客
様の個人情報の取り扱いについての当社の方針』に基づき適切に管理いたします。

故障かな？と思ったら10

故障かな？と思ったらお調べください

PowerUp

禁止

●下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは絶対に使用しない。
　＊ペースメーカー等の体内埋め込み型医用電気機器
　＊人工心肺等の生命維持用医用電気機器
　＊心電計や点滴器等の装着型の医用電気機器
医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作をまねくおそれがあります。

●本機は充電式電池を内蔵しています。
　火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしない。発熱・発火・破裂の原因になります。
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English

introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!  
To fully benefit from the support that Philips offers,  
register your product at www.philips.com/welcome.

iMPORTAnT 
sAFEgUARDs

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

Dangers
 - Do not immerse, place or store the charger over or near water.  

Do not reach for a charger that has fallen into water. Unplug 
immediately. After cleaning, make sure the charger is completely  
dry before you connect it to the mains. 

Warnings
 - The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, 

discard the charger. Always have the charger replaced with one of the 
original type in order to avoid a hazard. 

 - Discontinue use if this product appears damaged in any way (brush 
head, charger, toothbrush handle). Cord, plugs and batteries cannot be 
replaced. This device contains no user-serviceable parts. 

 - Do not use the charger outdoors or near heated surfaces. 
 - Do not use attachments and/or brush heads other than those 

recommended by the manufacturer.
 - This device is not intended for use by children or persons with 

reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience 
and knowledge, unless supervised or instructed in use by a person 
responsible for their safety.

 - Children should be supervised to ensure that they do not play with  
the device. 

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Philips sonicare
PowerUp
HX3100 series

Electromagnetic fields (EMF)
This device complies with current standards regarding electromagnetic fields 
(EMF). If used as directed this device is safe.

The Sonicare (Fig. 1)
1 Replaceable brush head
2 Power on/off button
3 Handle
4 Hygienic travel cap
5 Charger

getting started
Attaching the brush head

 1  Align the front of the brush head with the front of the toothbrush handle. 
 2  Push the brush head onto the metal shaft.  (Fig. 2)
Note: When the brush head is attached, it is normal that there is a small gap 
between the brush head and the handle. 

Charging the sonicare

 1  Put the plug of the charger in the wall socket.
 2  Place the handle on the charger.
Note: To keep the batteries fully charged at all times, you may keep your tooth-
brush on the charger when not in use. It takes approximately 30 hours to fully 
charge the batteries. When the toothbrush is used in clinical studies, the handle 
should be fully charged. 

Using the sonicare
 1  Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste (Fig. 3).
 2  To avoid splattering, place the brush head in your mouth before 

switching the toothbrush on.
 3  Press the power on/off button to switch on the toothbrush.
 4  Brush like you normally would do.  (Fig. 4)
Note: To achieve optimal results, thoroughly brush your entire mouth. Brush the 
outside, the inside and chewing surfaces of your teeth, as well as your gums. 

 5  Apply light pressure to maximize the toothbrush’s effectiveness.  
Do not press too hard. 

 6  The toothbrush will automatically turn off after two minutes. 
 7  You may also brush your tongue, with the toothbrush turned on  

or off, as you prefer. 
The toothbrush is safe to use on:
 - Braces (brush heads wear out sooner when used on braces)
 - Dental restorations (fillings, crowns, veneers)

notes
 - Consult your dentist if you have had oral surgery in the previous 2 

months, if excessive bleeding occurs right after using this toothbrush or 
if bleeding continues to occur after 1 week of use.

 - This device has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. 
Do not use it for any other purpose. Stop using the device and contact 
your physician if you experience any discomfort or pain.

 - The Sonicare toothbrush is a personal care device and is not intended 
for use on multiple patients in a dental practice or institution.

Features
2 minute-timer

 - After 2 minutes, the timer automatically switches off the toothbrush. 

Cleaning 
Do not clean brush heads, the handle or the charger in the dishwasher.
 1  Rinse the brush head and bristles after each use. Let the brush head 

air-dry only (Fig. 3).
 2  Remove the brush head from the handle and rinse the brush head 

connection at least once a week with warm water.  (Fig. 5)
 3  Periodically wipe the surface of the handle with a damp cloth and 

mild soap (Fig. 6).
 4  Unplug the charger and periodically wipe its surface with a damp cloth. 
Note: If your toothpaste contains peroxide, baking soda or other bicarbonate 
(common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head and the 
handle with soap and water after each use. Otherwise the plastic may crack.

storage
If you are not going to use the toothbrush for a long time (a month or 
longer), unplug the charger, clean the device and store it in a cool and dry 
place away from direct sunlight.

Replacement
Brush head

 - Replace Sonicare brush heads every 3 months to achieve optimal results.
 - Do not use a brush head with crushed or bent bristles. Replace the 

brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear. 
 - Use only Philips Sonicare brush heads. 

Note: Use of Sonicare for Kids brush heads are not recommended with this 
toothbrush. 

Disposal
 - Do not throw away the appliance with the normal household waste 

at the end of its life, but hand it in at an official collection point for 
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 7).

 - The built-in rechargeable batteries contain substances that may pollute 
the environment. Always remove the batteries before you discard and 
hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the 
batteries at an official collection point for batteries. If you have trouble 
removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips 
service centre. The staff of this centre will remove the batteries for you 
and will dispose of them in an environmentally safe way (Fig. 8).

Removing the rechargeable batteries

 1  To deplete the rechargeable batteries of any charge, remove the handle 
from the charger, switch on the toothbrush and let it operate until it 
stops. Repeat this step until you can no longer switch on the toothbrush.

 2 	Insert	a	flat-head	(standard)	screwdriver	into	the	slot	located	at	the	
bottom of the handle. Turn the screwdriver anti-clockwise to release 
the bottom cap (Fig. 9).

 3  Hold the handle upside down and push down on the shaft to release 
the internal components of the handle (Fig. 10).

 4  Cut the wires to disconnect the batteries from the housing.
 5 	Place	a	flat-head	(standard)	screwdriver	onto	each	of	the	three	snaps	

and tap with a hammer to break the snaps.  (Fig. 11)
 6  Separate the bottom cap from the housing and remove the  

rechargeable batteries. 
 7  The rechargeable batteries can now be recycled and the rest  

of the appliance discarded appropriately. 

guarantee and service
Philips warrants its products for two years after the date of purchase. Defects 
due to faulty materials and workmanship will be repaired or replaced at Philips 
expense provided that convincing proof of purchase in the qualifying period is 
provided. Use of unauthorized replacement parts will void this warranty.
Contact our Consumer Care Center at 1-800-682-7664 (North America), 
outside North America contact your local Philips Consumer Care Center. 
Internet information: www.sonicare.com (North America) or www.philips.
com (outside North America).

guarantee restrictions
The terms of the guarantee do not cover the following:
 - Brush heads
 - Damage caused by use of unauthorized replacement parts.
 - Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
 - Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions,  

discolouration or fading.

DFU_sonicare_HX3110_A2_CS3.indd   2 12.5.30   5:26:20 PM

4235.020.5362.3



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 16.535 x 23.386 inches / 420.0 x 594.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20130621160603
       1683.7795
       Blank
       1190.5512
          

     Tall
     1
     0
     No
     640
     340
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         2
         AllDoc
         3
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     1.1339
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     2
     1
     2
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





