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も く じ

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 
¡取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 
¡ご使用前に「安全上のご注意」（2～4ページ）を必ずお読みください。 
¡保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、 
   取扱説明書とともに大切に保管してください。 

保管用
保証書付き

※ 

※ 

※ 

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。 

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。 

音波振動ハブラシ ステイン オフ ドルツ 保証書 

EW-DL21

年　　　月　　　日 

様 

品　　番 

保証期間 

ご住所 

電　話 

住所・販売店名 

電話 （　　　　　） 

お名前 

お買い上げ日 

お
客
様
 

販
　
売
　
店
 

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地  TEL（0749）26-7890

お買い上げ日から 1年間 
（ただし、付属品は除く） 

製造元



「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。 

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 

してはいけない内容です。 実行しなければならない内容です。 

安全上のご注意 必ずお守りください
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

2 3

●本機は充電式電池を内蔵しています。
火中投入、加熱しない。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。 

●異常・故障時には直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると火災・感電・けがのおそれがあります。 

●充電器を掃除するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
抜かないと感電・けがのおそれがあります。 

●電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。
守らないとほこりが付着して湿気などで絶縁不良になり、火災の 
おそれがあります。 

●必ず交流100～120Vで使用する。
守らないと火災・感電のおそれがあります。 

禁止

必ず守る

コンセントから抜く

●充電器は風呂、シャワー室で絶対に使用しない。
感電・発火のおそれがあります。 

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込み
がゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火のおそれがあります。 

●充電器（本体ガイドは除く）は水につけたり、水洗いしない。
感電・ショートのおそれがあります。 

●ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。
感電のおそれがあります。 

●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、
引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。
また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。
電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。 

●乳幼児の手の届くところに置かない。
付属品や取りはずしのできる部品などの誤飲による事故や 
トラブルのおそれがあります。 

●製品を破棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがのおそれがあります。 

●改造・修理はしない。
火災・感電・けがの原因になります。 
修理（電池交換など）はお買い上げの販売店または、 
パナソニック電工修理ご相談センターにご相談ください。 

●充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
抜かないと、絶縁劣化による感電・漏電火災のおそれがあります。 

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグ
を持って抜く。
電源コードを持って抜くと感電・ショートの原因になります。 

禁止

水場使用禁止

水ぬれ禁止

ぬれ手禁止

分解禁止

必ず守る

コンセントから抜く
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禁止

●付属剤の使用により、発疹などの異常が現れた場合は使用を中止する。
守らないと症状を悪化させるおそれがあります。 
使用を中止し、歯科医にご相談ください。 

●本体を落としたり、ぶつけたりしない。
けがや故障のおそれがあります。 

●充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かない。
熱くなり、やけどの原因になります。 

●歯や歯ぐきにブラシを強くあてたり、1か所に長くあてない。
●ステインケアアタッチメントは、治療中の歯、詰めものをしている
歯、冷たいものがしみる（知覚過敏の）歯、入れ歯など人工の歯、
歯ぐきがいちじるしく下がっている歯に使用しない。
歯や歯ぐきを傷める原因になります。歯周病のひどい人などは 
歯科医にご相談ください。 

●ブラシ・アタッチメントのプラスチック部分を歯にあてない。
●乳幼児や自分で操作ができない方、口腔内の感覚が弱い方など
は使用しない。
●ブラシは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。
けがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。 

●ステインケアアタッチメントを使用する時は、付属剤・別売剤以外
（16P参照）の歯みがき剤を使用しない。
研磨剤が多く含まれている歯みがき剤を使用の場合、歯や歯ぐき 
を傷める原因になります。 

必ず守る

■ご使用の前に
健康な歯ぐきの場合でも、使いはじめに出血することがあります。これまでになかった　
刺激を与えたことが原因で、通常は1～2週間で出血は止まります。 
もし2週間以上出血が続く場合は、歯ぐきに異常（歯周病など）があることが考えられる
ので、使用を中止し、歯科医にご相談ください。 

各部のなまえ  

●お口のお手入れ以外には、絶対に使用しない。
お口の中以外の部位に使用した場合、事故やトラブルの 
おそれがあります。 

エッジ山切り毛

ブラシ取付軸

歯面用
ラバー

歯間用
ラバー

識別
リング

モード切替スイッチ

動作スイッチ（切/入）

充電部

付属剤収納部
本体ガイド着脱ボタン

ブラシ収納部

本体ガイド

電源コード

電源プラグ

本　体 付属品

充電器

正 面

モード表示ランプ（緑）

充電表示ランプ（赤）

・ダブルエッジブラシ
 ソフト（1本）

識別
リング

・ステインケア
 アタッチメント（1本）

・ステインクリーンペースト
 （1本）

●歯周病がひどい人などは歯科医にご相談のうえ、使用する。
守らないとけがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。 



充電器の設置   
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充電のしかた

充電器に本体を立てる

点灯

■お願い
●使いはじめ（購入直後や3か月以上放置したとき）や使用中に動作が停止したときは必ず　 
　8時間以上（充電表示ランプが消灯するまで）充電してください。 
●充電推奨温度は5℃～40℃です。 
　低温や高温下では電池性能が低下したり、充電しない場合があります。 
●充電表示ランプ（赤）が早く点滅（1秒間に2回）するときは、P20参照ください。 

■お知らせ
●蓄電池はリチウムイオン電池を使っています。 
　継ぎ足し充電をしても電池の性能を低下させることはありません。 
●充電中、本体と充電器が多少あたたかくなりますが異常ではありません。 
●正常な充電をしても使用できる時間が短くなったときは電池の寿命です。　 
　（目安は約3年ですが使用・保管などの状態により大きく変化します） 
●製品廃棄時にリチウムイオン電池のリサイクルにご協力をお願いします。（P19参照） 

常時充電する方は

常時充電しない方は

●充電中は、充電表示ランプ（赤）が点灯 

ランプを正面にして本体を

まっすぐ立ててください。 

傾いたり、充電部に本体底面

が接触していないと充電で

きません。

●充電完了すると、充電表示ランプ（赤）が消灯します。

コンセントにつないだ充電器に本体を常に
置いていても性能に問題はありません。 

　約8時間でフル充電
●充電完了すると、充電表示ランプ（赤）が消灯します。
　消灯したら、電源プラグを抜いてください。
●1回のフル充電で約60分使用できます。（電池の劣化により減少します）

コードのセット方法

■お願い
●本体と充電器は、乳幼児の手の届かないところに設置してください。 
●壁に掛けてご使用のときは、丈夫な壁または、桟（さん）を選んで固定してください。 

コンセントの方向に合わせてコードは
いずれかのコードガイドに押し込む。

洗面台や棚などに置くときは

●水平で安定したところに充電器を置く。1

●電源プラグをコンセントに差し込む。2

充電器の取りはずしかた

●上に引き上げる。1

●前に出す。2

壁に固定するときは

●市販の丸木ネジ
　（呼び径2.7～3.1mm）を準備する。
1

●取りつけ位置を決め、28mmの間隔で
　ネジを壁から約2.5mm浮かせるように
　して締めつける。

2

●充電器背面の引っかけ穴（　）にネジを
　引っかけて固定する。
3

※壁掛け用木ネジは付属しておりません。 

6

● 2

コードガイド

充電器ウラ側

引っかけ穴

交流100～120V

● 1

● 1

● 2

28mm約2.5mm



① 
② 

③ 
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スピーディ 

モード 使いかた 

●時間がなく、すばやく磨きたいとき 

●スピーディでは、磨き感が強く感じられる 
　ときや歯ぐきの状態が気になるとき 

●着色汚れを除去するとき 

ソフト 

ステインケア 

歯のお手入れの前に

■お願い
●使用推奨温度は5℃～40℃です。 
　推奨温度外では動作しないことがあります。 
●手についた整髪料、ハンドクリームなどは必ず洗い落としてからご使用ください。 
　本体につくと外観を損なうおそれがあります。 
●本体にブラシを取りつけた状態で、ブラシを強く回さないでください。 
　ブラシや本体が破損する原因になります。 
●付属剤（ステインクリーンペースト）は、ステインケアアタッチメントのみにご使用ください。 

動作モードについて

ダブルエッジブラシで 
歯を磨く（歯垢除去） 

用          途 

ステインケアアタッチメントで 
着色汚れを除去 

■お知らせ

音波振動※方式だから・・・

●ブラシの毛先を軽く歯にあてるだけで磨けます。 
●個人差はありますが、使いはじめは音波振動によるくすぐったさなど違和感を感じる場合が 
　あります。数回使用していただくと慣れてきます。 

※30秒ごとに、振幅がいったん小さくなり、 
徐々に振幅が大きくなります。 
1つの歯、1か所の歯間のお手入れ時間の 
目安にお使いください。 

動作開始後、約2秒で徐々に選択した速さ、振幅になる機能 
※この機能は、ステインケアモードにはありません。 

※歯の上下、裏表を約30秒ずつ（約2分間）磨くことで、口の中を 
　むらなく均等に磨けます。 
※約2分ごとに、短めに2回一時停止して再び動作します。 
※この機能は、ステインケアモードにはありません。 

機能について

ソフトスタート機能

30秒お知らせ
タイマー機能

前回選択していた動作モードが記憶され、同じモードで 
使用できる機能 モード記憶機能

約30秒ごとに、長めに1回一時停止して再び動作することで、 
磨き時間の目安をお知らせする機能 

［磨き順序の例］ 
●  口の中を上下、左右で4つの 
パートに分け、1つのパートを 
①歯の表側 ②かみ合わせ面 
③歯の裏側 のような順に 
①～③を約30秒間で磨きます。 

※音波領域内での振動 
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使いかた

1. ブラシ・アタッチメントを確実に取りつける
●本体とのスキマ（数mm程度）は、動作に
　必要なもので異常ではありません。
●ブラシ・アタッチメントの取りつけ、取り
　はずしは、ななめ方向やひねりながら　
　行うと、ブラシ・アタッチメントや本体が
　破損する原因になります。
●アタッチメントは「歯面用ラバー」を本体
　の正面に合わせて取りつけてください。
　「歯間用ラバー」を本体の正面に合わせ
　ても取りつけできません。

●長期間放置して動作しなくなった場合や
　電池を使い切った場合、充電後はスピー
　ディモードからはじまります。
　（電池の容量が少なくなると、記憶が　
　リセットされるためで異常ではありません）
●モード切替スイッチを押すたびに　　
　動作モードが切り替わります。

3. 口の中にブラシを入れる
●歯みがき剤やステインペーストをご使用の場合は、飛び散りを防ぐためにも、
　必ず動作させる前にブラシ・アタッチメントを口の中に入れてください。

4. 動作スイッチを押して動作させる
●動作中にモード切替スイッチを押すと、押すたびに動作モード（P8参照）が切り替わります。

5. 使い終わったら、動作スイッチを押して動作を止める
●だ液などの飛び散りを防ぐために、口の中で動作を止めてください。

2. モード切替スイッチを押して、動作モードを選ぶ

ダブルエッジブラシの上手な使いかた 

前回選択していた動作モードが記憶
されており、モード表示ランプ（緑）が
点灯します。

モード表示ランプ

1.

4.
2.

●歯みがき剤は少量つけてご使用ください。
●やに取り用・美白用などの研磨剤が多く含まれている
　歯みがき剤は使用しない。

歯面や歯と歯ぐきの境目

ブラシのあてかた

ブラシの交換時期について

●あてる強さ……ブラシの毛先が歯に軽く触れる程度にあててください。 

前歯の裏側や歯並びの悪いところ かみ合わせ（奥歯）

●45°にあてる
●特に気になる歯間はエッジ山切り毛が
　入り込むようにあてる

●タテにあてる
●角度に沿ってあてる

●上からあてる

約3か月を目安に新しいブラシと交換してください。
また、3か月以内でも、毛先が広がったら交換してください。

※ブラシを押しあてる力が強すぎると、ブラシの振幅が弱くなります。

45°

●弧を描くようにゆっくりと動かしてください。

動かしかた

歯みがき剤をご使用の場合



歯面用ラバー
歯面のケアに使用します 

ステインケアアタッチメントの上手な使いかた 

動かしかた
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ラバーのあてかた

●ラバーを歯面にできるだけ直角にあて、密着させてください。

●あてる強さ・・・動作が止まるほど強く押しあてないでください。

●1歯ずつ丁寧に弧を描くように
ラバーを動かしてください。

●上の歯は上から下へ、
下の歯は下から上へ、
ラバーを動かしてください。

■メモ
●室内の明るいところでお手入れすると、汚れの落ち具合がわかりやすくなります。 
●手鏡を使用されると、狙ったところによりあてやすくなります。 
●鏡を使って見える部分にのみあててください。 

歯間用ラバー
歯と歯の間、歯並びが悪い 
ところなどのケアに 
使用します 

■お知らせ
●ステインケアアタッチメントとステインクリーンペーストを使って、歯の表面についたステ
イン（コーヒー、ワイン、お茶などの飲食物による着色汚れ）を除去します。日常の歯みがき
の目的では使用できません。 

●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。30秒程度使い続けても変化が見られない歯の汚れについては、本器具で
は除去できない歯の色の変化、付着力の強い着色汚れであると考えられます。 

●お使いになる目安は、月1～2回です。 

■お願い
●ステインクリーンペーストは、歯みがき剤ですので、飲み込まないようにしてください。 
●ラバーは、強く引っぱったり、かんだりすると、ちぎれることがありますので、取り扱いに　　
　ご注意ください。 

ステインクリーナー用トリートメントジェル（別売）もご使用いただけます。
トリートメントジェルは、より歯の表面をなめらかにして、着色しにくくする仕上げに使用
できます。（Ｐ16参照）

トリートメントジェル（別売）について

●月2回使用で、6か月（12回使用）が交換の目安です。
　お手入れする歯の本数や、着色汚れの付き具合によって異なります。
●また、6か月以内でも、ゴムの先が折れたり、ゴムが磨耗したら交換してください。

アタッチメントの交換時期について

●本体のスイッチを押す前に、歯に軽くステインペーストをのばしてから使用
　することをおすすめします。
●ステインクリーンペーストを1つの歯面、歯間ごとにつぎたして使用する
　ことをおすすめします。
●歯ぐきに強くあたらないように注意して動かしてください。

●「歯面用ラバー」を本体の正面に合わせて取りつけてください。
　「歯間用ラバー」を本体の正面に合わせても取りつけできません。
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使い終わったら  

●ブラシ取付軸に対し、まっすぐ取りはずしてください。
●ななめ方向や、ひねりながら取りはずしをしないでください。
（ブラシ・アタッチメントや本体が破損する原因になります）

1

2

●ブラシ・アタッチメントの内側や底面部の汚れは十分に
洗い流してください。

●ブラシの毛を強く引っぱらないでください。
　（毛が抜ける原因になります）

●ラバーは無理に広げて洗わないでください。
（破損の原因になります）

●80℃以上のお湯では洗わないでください。

●水洗い後は、よく振って水気を切ってください。

1. ブラシ・アタッチメントを本体から取りはずす

2. ブラシ・アタッチメントを水洗いする

■お願い
●洗剤を使用する場合は中性洗剤を使用してください。 
●シンナーやベンジン、アルコールは故障や部品の割れ・変色などの原因になりますので、　
絶対に使用しないでください。 
●本体にブラシ・アタッチメントを取りつけた状態で、ブラシ・アタッチメントを強く回さない
でください。 

   ブラシ・アタッチメントや本体が破損する原因になります。 

3. 本体を水洗いする
●動作を止めて、水洗いしてください。
●防水ゴムは、傷つけたり、固いものでこすったりしないで
ください。（内部に水が入る原因になります）
●本体を水の中に放置しないでください。
　（内部に水が入る原因になります）
●40℃以上のお湯で洗わないでください。

防水ゴム

●ぬれたまま充電しないでください。（故障の原因になります）

●ブラシ・アタッチメントの内側や底面部、防水ゴムの湿気を防いで

　清潔に保つために、ブラシは取りはずして保管してください。

　（湿気はカビなどの原因になります）

識別リングがはずれたら

●切れやすいので強く引っぱらないでください。 
●識別リングがない状態で使っても性能に影響はありません。 

右図のようにブラシの凹部（みぞ）と識別リングの
凸部をしっかり合わせて取りつけてください。

本体は、充電部へ
ブラシ・アタッチメントは、ブラシ収納部へ
付属剤は、付属剤収納部へ

充電器の掃除

4. 水洗い後はタオルなどで水分をふき取る

5. 充電器に収納する

1

2

● 1 ● 2本体ガイド着脱ボタン  

を押しながら 

本体ガイドを
取りはずす

充電部の汚れを布で 

ふき取る
※本体ガイド以外は水で 
　洗わないでください。 

6か月に一度は、電源 

プラグの金属部の間を 

からぶきする

本体ガイド水洗いする



別売品 定格・仕様

別売替ブラシ（音波振動ハブラシ用）

別売替剤

本　体・充電器最寄りの販売店へご用命ください。なお、お求めの際には「本体品番（EW－DL21）」と 
「替ブラシ品番」「替剤品番」をご確認のうえ、お買い求めください。 

※舌クリーニングブラシ（EW0941）は、ソフトモードでご使用ください。 

　　　ダブルエッジブラシ　ソフト
　　　ステインケアアタッチメント

山切りブラシ　　Vヘッド

ベーシックブラシ
シリコンブラシ
ポイント磨きブラシ
舌クリーニングブラシ
こども用ソフトブラシ

EW0926
EW0944
EW0910
EWO9104
EW0911
EW0932
EW0940
EW0941
EW0942

電 源 方 式

充 電 時 間

定 格 電 圧

使用蓄電池

消 費 電 力

使 用 時 間

大 き さ

質量 （重量）

充 電 式  

約 8 時 間  

AC100-120 V  50-60 Hz  

リチウムイオン（Li-ion）蓄電池（DC3.6 V  530 mAh） 

2 Ｗ（充電時） 

使用時間 約60分※（室温20 ℃にてフル充電後300 ｇ負荷時） 

本　　　体 

充　電　器 

本 体 重 量  

充電器重量 

太さ24～28×長さ235 mm（ブラシ含む） 

高さ45×幅75×奥行83 mm 

約120 ｇ（ブラシ含む） 

約155 ｇ 

付属剤

販 売 名

成 　 分

内 容 量

ドルツはみがきCP 

 

 

 

 

 
25 ｇ 

945円
1,260円
420円
840円
630円

1,050円
420円

1,260円
630円

2本
2本
2本
4本
2本
2本
2本
2本
2本

　　　ステインクリーンペースト

トリートメントジェル

630円

630円

25 ｇ

25 ｇ

EW0956Ｐ

EW0954Ｐ

1個入

1個入

製　品　名 品　番 本　数 価格（税込）

製　品　名 本　数品　番 容　量 価格（税込）

◆掲載製品の品番・仕様・価格は、2011年3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。 

※電池の劣化により減少します。 

水、ソルビト－ル、シリカ（研磨性シリカ）、グリセリン、シリカ（増
粘性シリカ）、PEG-8、シリカ（スクラブシリカ）、ラウリル硫酸
Na、セルロースガム、香料（ライムミントタイプ）、ピロリン酸4Na、
エタノール、酸化チタン、サッカリンNa、エチルパラベン、 
プロピルパラベン 

16 17

付属品

付属品

http://club.panasonic.jp/mall/sense

替ブラシ・替剤は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

 

携帯電話からもお買い求めいただけます。
http://p-mp.jp/cpm

電池の寿命と交換

●寿命　3年程度（ただし、保証は1年）です。また、フル充電しても使用回数が極端に少
　　　　なくなった場合は寿命と考えられます。（電池寿命は使用・保管などの状態に
　　　　より大きく変化します。） 
●交換　電池の交換は、お買い上げの販売店または、パナソニック電工修理ご相談セ   
　　　　ンターにご相談ください。ご自分で行うと防水機能が維持できず故障の原因
　　　　になります。 

電源コードや電源プラグが異常に熱い。 



●取り出したリチウムイオン電池は　　をショートさせないように注意してください。

取り出した充電式電池は乳幼児の手の届くところに置かない。誤って飲み込むと、
体に悪影響を及ぼします。
●万 一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。 

製品を破棄するとき以外は絶対に分解しない。
●火災・感電・けがの原因になります。 

電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする。
●液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれい
な水で洗ったあと医師にご相談ください。 

●液が体や衣服に付いたときは、皮フの炎症やけがの原因になるので、きれいな水
で十分洗い流したあと医師にご相談ください。 

本機専用の充電式電池です。この機器以外に使用しない。取り出した充電式電池は
充電しないでください。
●火への投入、加熱をしない。 
●くぎを刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。 
● 　と　を金属などで接触させない。ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運ん
だり保管しない。 
●火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない。 
　発熱・発火・破裂の原因になります。 

□ 本製品の使用電池

製品を廃棄するときのお願い

リチウムイオン電池リサイクルにご協力を

廃棄電池の取り出しかた

この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

　ご使用済み製品の廃棄に際してはリチウムイオン電池を取り出し、充電式電池リサイ
クル協力店へお持ちください。

　この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。分解した　
場合、修復は不可能です。

名 　 　 称
公 称 電 圧
数 　 　 量

円筒密閉型リチウムイオン（Li-ion）蓄電池 
DC3.6 V 
1本 

●完全に放電させてから分解してください。1

●分解するときはドライバーを使って、次の手順で分解してください。
　　～　をはずし、ブラシ取付軸（Ｐ5参照）を押しながら　のフックをはずす。 
　　～　の手順で分解する。 

2

3

18 19

1 2 3

4 5

本体底面

電池ホルダーの
フック

電池ホルダーの
フック2か所をマ
イナスドライバー
で内側に倒す。 

24

1

3

5

リチウムイオン電池
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修理を依頼される前に

考えられる原因こんなとき 処 　 　 置

■下記の点検と処置をお願いします。
処置後なお異常がある場合は、まず電源プラグを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。
修理をご依頼される場合は、保証書と本体・充電器を販売店へご持参ください。 
詳しくはP21をご覧ください。 

歯にブラシを押し
あてると動作が 
弱くなる 

充電しても 
数分しか使えない 

ブラシを強く押しあ
てすぎている 
（Ｐ11参照） 

ブラシを軽くあててください 

動作しない 
購入直後または   
3か月以上 
放置していた 

動作スイッチを
押すと振動が徐々
に大きくなる 

時々止まる 

ブラシの向きが動く 
（ブラシ取付軸が左右
に小さく回る） 

ブラシの動作が
弱くなった 

ブラシが正面を
向いていない 

故障ではありませんので 
そのままご使用ください 

充電開始後数分間しばらく点滅すること
がありますが、そのまま充電すると点灯
に変わります。しばらくしても点滅する
場合は、販売店に修理を依頼してください 

本体が充電器に 
まっすぐ立てられ
ない（Ｐ7参照） 

本体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（P7参照） 

充電時間が短い 
蓄電池を活性化するために8時間以上
充電してください 
（P7参照） 

蓄電池の寿命 
（約3年） 

販売店またはパナソニック電工修理   
ご相談センターにご連絡ください 
（防水性能劣化、故障の原因となるため、
ご自分では交換できません） 

が働いている 
（P9参照） 

「ソフトスタート機能」 

働いている 
（P9参照） 

「30秒お知らせ 
タイマー機能」が 

故障ではありません 
位置をもどしてご使用ください 
左右にまわったまま、位置がもどらない
場合や、回転する場合は、 
販売店に修理を依頼してください 

購入直後または   
しばらく放置 
していた 

充電推奨温度の5℃～40℃で充電して
ください。充電推奨温度で充電しても点
滅する場合は、販売店に修理を依頼して
ください 

充電時の温度が 
低すぎたり、 
高すぎる 

充電表示ランプが 
早く点滅する 
（1秒間2回） 
 

5年

20

音波振動ハブラシ ステイン オフ ドルツ 

EW-DL21 

1年間（ただし、ブラシ・アタッチメントは 
消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます） 

当社は、この音波振動ハブラシの補修用性能部品（製品の機能を維持するため 
の部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。 
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