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この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。
本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。
販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
本書は、日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid only in Japan.
保証期間内でも次の場合は有料修理になります。   

お客様の個人情報のお取扱いについて
お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに
利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。   

1.
2.
3.   
（1）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
（2）お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
（3）火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。 

4.

（4）一般家庭用以外（業務用）に使用された場合の故障または損傷。
（5）指定外電源（電圧、周波数）使用による損傷。

保　証　書
電動トゥースクリーナー クリスタル・ブラン AIM-OC01S

お買い上げ日 保証期間

年　　　　　月　　　　日 お買い上げ日より1年間（本体）

お　客　様

お名前

様

フリガナ

ご住所 〒

販　売　店

修理メモ

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただきありがとうございま
した。この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく
ご使用ください。とくに「安全にお使いいただくために」
は必ずお読みください。お読みになったあとは、いつ
でも取り出せるところに大切に保管してください。

「ホームページ」のご案内

http://www.tsukamoto-aim.co.jp/

ホームページでは新製品情報や、商品に関するさまざまな
情報をお届けしております。また、お客様の商品購入や
お問い合わせにもご対応いただける便利なホームページ
です。ぜひ、一度ご覧ください。
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お手入れについて
主な仕様
故障かな？と思ったら
保証とアフターサービス

・乾電池の入れ方
・ノズル・スピンカップ・スピンチップの
　取り付け方 /取りはずし方

・歯面みがき
・歯間みがき

・消耗品の販売
・お客様相談窓口

使い方

保証書

AIM-OC01S



安全にお使いいただくために
本製品は安全を充分に考慮して設計されていますが、電気製品は取り扱いを誤ると
大きな事故につながることがあります。お使いになる前に、この「安全にお使いい
ただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

表示について
誤った取扱いをしたときに「死亡または
重傷　を負う可能性がある内容」を示
します。

※1

誤った取扱いをしたときに「傷害  を負
うことや、物的損害 が発生する可能性
がある内容」を示します。

※2

※3

中の絵や近くの文で、してはい
けないこと（禁止）を示します。
中の絵や近くの文で、しなければ
ならないこと（指示）を示します。
中の絵や近くの文で、注意を促
す内容を示します。

※1：

※2：
※3：

重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の
通院を要するものをさします。
傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
物的損害とは、家屋・家財・および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

本体・付属品の使用に関する注意

乳幼児の手の届くところに置か
ない
付属品や部品などの誤飲による事故や
けがのおそれがあります。 使用中にスピンチップ・スピンチップ

がはずれ、口腔内を傷めたり、誤飲に
よる事故やけがのおそれがあります。

ご使用前には、必ずスピンカッ
プ・スピンチップがしっかり
と締まっているか確認する

症状を悪化させるおそれがあります。
医師にご相談ください。

グリッターの使用により、発疹
などの異常が現れた場合は、
ただちに使用を中止する

●歯の治療を受けている人
●歯や歯ぐきの病気にかかっている人

次のような人は、使用する前
に歯科医に相談する

症状を悪化させるおそれがあります。

口腔内に傷、はれもの、湿疹など
の異常があるときは、使用しない
口腔内を傷めるおそれがあります。

子供に使用させない
また、使用中は子供を近づけない
事故やけがのおそれがあります。

グリッターが眼に入ったときは、
こすらずにすぐに洗い流す
すすいでも眼に異物が残るときは、
眼科医にご相談ください。

本製品を歯のエナメル質以
外の部位に使用しない
歯周組織を損傷するおそれがあります。

本製品は天然歯以外（人口歯）
には使用しない
歯を傷めるおそれがあります。

18歳未満の天然歯はエナメル質
が完全に成長していない場合
があるので、みがき過ぎない

過剰に強い圧力で歯面に
スピンカップ・スピンチップ
を押し付けない
知覚過敏症や歯質損傷のおそれがあ
ります。また故障の原因になります。

本体やグリッターを、歯の清掃
以外には使用しない
事故やけがの原因になります。

必ず付属のグリッターを使用し、
スピンカップ・スピンチップ以外
には使用しない
他の歯みがき剤を使用の場合、本製品の
機能が損なわれ、歯質や歯周組織を損傷
するおそれがあります。また、スピンカッ
プ・スピンチップが摩耗するなどの故障
の原因になります。

改造・修理・分解をしない
事故やけがのおそれがあります。修理は
お買い上げ販売店にご相談ください。

本体を水に浸けない
故障の原因になります。

乾電池についての注意

・乾電池に表示してある注意内
容を必ず守る

・新旧・異種の乾電池は混用し
ない
・使い切った乾電池はすぐに
取り出す
・長期間使用しないときは、乾電
池を取りはずしておく
・使用推奨期限内の乾電池を
使用する
乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけが
や周囲汚損の原因になります。

・乾電池は　　 極を確かめ、
正しく入れる

充電式の電池は使用しない
発熱し、やけどなどの原因になります。

乾電池を火の中に投入したり、
ショート、分解しない
やけどやけがの原因になります。



各部の名前とはたらき

本体（ノズル付）×1　　グリッター×3　　スピンカップ×2　　スピンチップ×1
グリップ×1　　取扱説明書（本書）×1　　巾着×1

セット内容

操作性を考慮し、使用部位
によりノズルの向きが変え
られます（4方向）。

らせんの特殊形状で歯
の表面の汚れをクリーニ
ングします。

歯間や重なり合った歯の
すき間をクリーニング
します。

歯を白く、口臭を防ぎ歯垢
を取ります。

スピンカップ・スピンチップが
はずしくいとき、ネジ穴に
ネジだけが残ってしまった
ときに使うと便利です。

・1度押す………ON【ハード回転】
・1.5 度長押し… ON【ソフト回転】
・2 度押す………OFF

本体・ノズル ノズル

スピンカップ スピンチップ

グリップ（Ｐ5参照）

グリッター（歯みがき）

ノズル

スイッチ

ネジ穴

（使いはじめの方や慣れていない方は
ソフト回転でのご使用をおすすめします）

下ケース

時間お知らせ機能/オートタイマー

上ケース

●約３分経過ごと→停止→回転→
　停止→回転動作継続（お知らせ機能）
●約15分経過→停止（オートタイマー）

ご使用前に

電池交換お知らせ機能

乾電池の入れ方

※乾電池は別売です。必ず単４形アルカリ乾電池（２本）をご使用ください。
　アルカリ乾電池以外を使用されますと、極端に使用回数が短くなる場合があります。

本体から下ケースをはずす
・矢印の方向に下ケースを引き抜きます。
※必ず本体を持って引き抜いてください。
　ノズルを持って引き抜くことはしないでください。
　（本体・ノズルが損傷するおそれがあります）

単４形アルカリ乾電池を入れる
・電池の　　方向を確認して
　正しく入れてください。

下ケースを本体に取り付ける
・カチッと音がするまで
　差し込んでください。

●電池残量が少なくなった場合、
　「電源 ON→停止→回転→停止→回転動作継続」の動作でお知らせします。
　電池交換の準備または、交換をしてください。



ご使用前に ノズル・スピンカップ・スピンチップの
取り付け方/取りはずし方

< スピンカップ・スピンチップを挟む> <ネジを挟む>

ノズルを取り付ける
・本体にノズルを奥まで確実に差し込みます。
・使いやすい方向（前向き・後ろ向き・右向き・左向き）にセット
　してください。

スピンカップ・スピンチップを取り付ける
・スピンカップ・スピンチップをネジ穴に真っ直ぐ指して、時計方向に回します。
※回らなくなるまでネジを確実に締めてください。

スピンカップ スピンチップ

※ノズルが本体にセットされていないとスピンカップ・スピンチップが空回りします。

ご使用前には、必ずスピンカップ・スピンチップがしっかりと締まって
いるか確認する
使用中にスピンカップ・スピンチップがはずれ、口腔内を傷めたり、誤飲に
よる事故やけがのおそれがあります。

スピンカップ・スピンチップを取りはずす
・本体にノズルがセットされた状態で、スピンカップ・スピンチップを指でつまみ、
　時計と反対方向に回して取りはずしてください。

・取りはずしにくい場合やネジが残ってしまった場合には付属のグリップを
　使って取りはずしてください。

※2ヶ所あります。

グリップの使い方

使い方 歯間みがき

動かし方

スピンカップを使用します。
歯の表面・裏面の汚れを落とすのに
適しています。

グリッター

●本製品は、生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、
　変色した歯の色を白くすることはできません。

スイッチを入れ、スピンカップを回転させながらグリッターに押し付け、
カップ内にグリッターを注入する

スピンカップを歯面に押しつけながらスイッチを入れる

みがき終わったら、口を水でよくすすぐ

●前歯 ●下の前歯・裏側
< カップを左向きに装着> < カップを右向きに装着>

※グリッターは保存状態により乾燥 / 分離することがありま
　すが、使用・品質上問題ありません。
　・乾燥→水を 1～ 2 滴加えてご使用ください。
　・分離→混ぜてご使用ください。
※グリッターは、歯の汚れを落とす効果が高いので、月1～2回
　もしくは汚れが気になるときにご使用ください。
※一度開封したグリッターは衛生上、保存しないでください。
※グリッターの使用により、発疹などの異常が現れた場合は
　ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。

・スイッチの押し方で、回転数を２段階に調節できます。使いはじめの方や
　慣れていない方はソフト回転でのご使用をおすすめします。（Ｐ３参照）
・歯とカップの角度を直角にすると歯面にしっかりフィットし、効果的です。
・ご使用の場所によってカップの向きを変えるとあてやすくなります。

※グリッターを付けた後、口の中で歯にあててからスイッチをONにしてください。
　外で ON にするとグリッターが飛び散るおそれがあります。
※カップがつぶれたり、動作が止まるほど強く押しあてないでください。

●カップの先が少し変形するくらいの力で、ゆっくり円を
　描くようにあててください。

※歯ぐきに強くあたらないように注意してください。
※１本の歯につき 10 ～ 30 秒程度が目安です。



主な仕様

故障かな？と思ったら

発売元：株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-6-5

本体・ノズル・スピンカップ・スピンチップ

グリッター

商品名 /型番
電源方式
回転数

外形寸法
質量
材質

原産国

クリスタル・ブラン　スターターセット / AIM-OC015
単 4形アルカリ乾電池2本
ソフト：約390回転 /分
ハード：約450回転 /分
（約）幅22×奥行27×高さ176mm
約80ｇ（乾電池含む）
本体：ABS樹脂　　ノズル：ABS樹脂（抗菌剤含有）
スピンカップ・スピンチップ：エラストマー
本体・ノズル：中国製　　スピンカップ・スピンチップ：日本製

販売名
内容量
配合成分

製造販売業者
原産国

「グリッター」歯みがき
2ｇ/個　3個入
研磨剤：パミス
増粘剤：カンテン
着色剤：青1・黄4

湿潤剤：グリセリン
甘味剤：サッカリンNa
着色剤：香料（ペパーミントタイプ）

ビューティードア株式会社 〒590-007 大阪府堺市堺区北庄町2丁目 2-22
アメリカ製

効能・効果 ● 歯を白くする　● 歯垢を除去する　● 口中を浄化する　● 口臭を防ぐ
● 歯のやにを取る　● 歯石の沈着を防ぐ

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪い場合は
ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または当社にお問い合わせください。

こんなときは 考えられる原因 こう処置してください
スイッチを入れても、
動作しない。

スピンカップ・
スピンチップが
回転しない。
途中で止まる。

乾電池が正しく入っていない。 乾電池を正しく入れる。（P4参照）
乾電池を交換する。

ノズルが動かなくなるまで差し込む。
新しいノズルと交換する。

正常な動作。（P3参照）

乾電池を交換する。（P4参照）

乾電池切れになっている。

本体とノズルの差し込みがゆるい。
ノズルの寿命。

時間お知らせ機能/オートタイマー
が働いている。
電池交換お知らせ機能が働いている。

使い方 歯間みがき

動かし方

スピンチップを使用します。
歯と歯の間の汚れを落とすのに
適しています。

ようじ

グリッター
汚れている歯と歯の間にグリッターを付ける

※ようじなどを用いるとグリッターが付けやすく
　なります。
※指などでグリッターを歯に付ける際は手をよく
　洗ってください。

スピンチップを歯間に押しつけながらスイッチを入れる

みがき終わったら、口を水でよくすすぐ

・スイッチの押し方で、回転数を2段階に調節できます。使いはじめの方や
　慣れていない方はソフト回転でのご使用をおすすめします。（Ｐ3参照）
・歯とチップの角度を直角にすると歯間にしっかり入り込み、効果的です。
・ご使用の場所によってチップの向きをかえるとあてやすくなります。

※チップがつぶれたり、動作が止まるほど強く押しあてないでください。

※歯ぐきに強くあたらないよう注意してください。
※1ヶ所に集中してのご使用はお控えください。

上の歯は上から下へ、下の歯は下から上へチップを動か
してください。

< チップを左向きに装着 > < チップを右向きに装着 >

歯間 下の前歯 ・裏側



株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部
TEL : 03-3279-1511･1512　FAX : 03-3279-1515    〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-6-5

保証とアフターサービス
※必ずお読みください。

(2) 保証期間中に修理を依頼される場合保証書の記載内容に従って修理いたします。
(3) 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合修理すれば使用できる場合は、ご希望に
より有料で修理させていただきます。

(1) 保証書（裏表紙）
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管ください。

(4) 補修用部品の最低保有期間
当社はこの「クリスタル・ブラン」の  補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間
保有しております。

※

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する為に必要な部品です。

(5) ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ
販売店に点検・修理をご依頼ください。
※お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対におやめください。

■消耗品の販売

■お客様相談窓口

次の部品は消耗品です。（有料）　新しい部品をお買い求めの際は、当社の
ホームページまたは以下のお客様相談窓口でもお買い求めいただけます。

消耗品名 型番 入数
グリッター
スピンカップ
スピンチップ
ノズル

4個入
2 個入
2 個入
2 本入

AIM-OC01-GL4
AIM-OC01-CU2
AIM-OC01- T I 2
AIM-OC01-NO2

※掲載製品の型番・仕様は、2019 年 10 月現在のものです。
　予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、まずはお買い上げ販売店に
お申し付けください。


