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ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。� �

持込修理�

本体 1年間�

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

EW1250P

ドルツ・ジェットウォッシャー保証書�
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。�
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保証とアフターサービス ……14
パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内…14

使いかた …………………………6
上手な洗浄のしかた ……………8
使い終わったら …………………9
お手入れのしかた ……………10

もくじ

Bお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
B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。
B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。
B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。
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B本体を風呂場で使用しない。
感電のおそれがあります。

水場使用禁止

警告

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。

:「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

:「傷害を負うことや、財産の損害が発生する
おそれがある内容」です。

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。

■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。

■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）

安全上のご注意（必ずお守りください）

警告

注意
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Bお手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電のおそれがあります。

必ず守る

電源プラグ
を抜く

B電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差
し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。

B電源コードを傷つけたり、破損したり、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。

B電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除
をする。
付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

B必ず交流100Vで使用する。
守らないと火災・感電の原因になります。

B製品を廃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。
修理はお買い上げの販売店または、パナソニック電工
お客様ご相談窓口にご相談ください。

B本体の水洗いはしない。
感電のおそれがあります。

禁　止

分解禁止

ぬれ手禁止

B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。

警告

安
全
上
の
ご
注
意

B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。
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B電源プラグを抜くときは、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く。
守らないと感電・ショートして発火することがあります。

B使用後は必ずタンク内の水を捨て、2～3秒運転して
本体内の水抜きをする。
不潔な状態で使用を続けますと、カビや雑菌が繁殖し、健康を
害する原因になります。また悪臭や故障の原因にもなります。

B口腔洗浄するときは、機器を常に清潔にし、新しい水
道水を使用する。
不潔な状態で使用を続けますと、カビや雑菌が繁殖し、健康を
害する原因になります。また悪臭や故障の原因にもなります。

B1週間以上使用しないときは、電源プラグをコンセント
から抜く。
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

B乳幼児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。
けがの原因になります。

B口腔洗浄以外の目的に使用しない。
目や鼻、耳、のどなどに水流を当てると傷害を受ける
おそれがあります。
口腔治療を受けている人、歯周病のひどい人などは歯
科医にご相談ください。

電源プラグ
を抜く

必ず守る

禁　止

4

注意

お知らせ
C健康な歯ぐきの場合、ご使用のあと出血することはありません。
もしわずかでも出血があれば、それは歯ぐきが炎症を起こしてい
るためで、とくに異常ではありません。
歯ぐきが健康になれば、通常1週間から2週間で出血は止まりま
すが、もし2週間以上出血がある場合は使用を止め、歯科医にご
相談ください。

C本体内部（タンク、ホース等）に水滴が付着していることがあり
ますが、これは性能（水流）テストを行った蒸留水が残っている
もので、衛生上問題はありません。
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各
部
の
な
ま
え
／
設
置

各部のなまえ

設置

操作ボタン

ノズル
ハンドル

ホース

スタンド

電源コード

電源プラグ

ノズル（2本）

ノズル収納台（1ヶ）

タンクぶた

電源スイッチ
（水圧調節つまみ）

付属品

1 水平で安定したところ
に本体を

置く
2 電源プラグをコンセントに

差し込む

1

2

B本体を風呂場で使用しない。
感電のおそれがあります。

B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。

B必ず交流100Vで使用する。
守らないと火災・感電の原因になります。

警告

グリップ

ノズル

タンク

本　体
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使いかた

Cノズルを口に入れる前に電源スイッチを入れないでください。
C落としたり乱暴に扱ったりしないでください。
Cノズルの先端を歯や歯ぐきに強くあてないでください。

水またはぬるま湯でご使用ください

1

2

1 タンクに
水を入れ
本体にしっかり

取りつける

2 ノズルを
取りつける

C常に新しい水道水を使用し
てください。

Cヤケドを防ぐため40℃
以上の温水を入れないで
ください。

C塩、歯みがき剤、薬品など
は入れないでください。

3 水の強さを選ぶ
#ノズルを洗面ボールに向けて
「 」を押す。
$電源スイッチを
入れ好みの水の
強さに調節する。

%水の強さを選んだら「■」を押し
いったん水を止める。
C長時間「■」のまま放置
しないでください。
故障の原因になります。

…■止まる
…　出る

角度調節
できます

3
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使
い
か
た

C一時止水したいときは
「■」を押してください。

C使い終わったら電源
スイッチを「切」に
してください。

Cご使用のはじめに、水の強さが十分強くなりにくいことがあります。
そのときは、水の強さを最大（5）にして、操作ボタンを数回入り切りしてください。

Cタンクに水が入っていない状態で作動させないでください。
故障の原因になります。

洗面ボールの上に
顔を出す
軽く口を開ける

ひじを
水平に

4 ノズルを口の中に入れ

「 」を押す

B乳幼児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。
けがの原因になります。

B口腔洗浄以外の目的に使用しない。
目や鼻、耳、のどなどに水流を当てると傷害を受けるおそれが
あります。口腔治療を受けている人、歯周病のひどい人など
は歯科医にご相談ください。

注意

C歯磨き後に、ジェットウォッシャーでしっ
かり口の中を洗浄するのが効果的ですが、
水流だけでは歯垢は除去できません。

ノズルハンドルでノズルを回し

C水流を歯間や歯と歯ぐきの境目に直角に
あててください。

C歯列にそってゆっくり移動させてください。

C歯間や矯正器具のまわりなどはていねいに。

ポイント

定期的に歯科医の診察
をおすすめします

水流の
あてかた
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C歯面に対して直角にあて、
1本ずつ順次ずらしてください。

C特に歯間と歯ぐき
の境目を
入念に。

90°

90°

90°

歯の裏側は…
Cノズルを上向けに角度調節し、
直角にあててください。

下あご歯の場合

上あご歯の場合

歯の表側は…

Cあごを引き、直角に水流を
あててください。

上手な洗浄のしかた
歯と歯ぐきの状態に合わせて適切な強さをお選びください
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使
い
終
わ
っ
た
ら

上
手
な
洗
浄
の
し
か
た

使い終わったら

C2～3秒動かして水が出な
くなるのを確認し、電源ス
イッチを「切」にしてくだ
さい。

1 タンクを取りはずし
タンクの

水を捨てる

2 ノズルを洗面ボールに
向け

「 」を押す

3 電源スイッチを入れて、
本体に残っている水を

抜きとる

Cノズルは、水分をよく切っ
てからノズル収納台に収納
してください。

4 ノズルを取りはずして
ノズルとグリップを

収納する
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お手入れのしかた
雑菌が繁殖するおそれがありますので、きれいに洗った後、乾燥して
保管してください。

グリップ・タンクのお手入れ
Cノズルやタンクは取りはずして洗ってください
C40℃以上の温水では洗わないでください

水洗いする
C水洗い後は中の水を取り除いてください。
C長時間使用しないときはタンクを乾燥
させてください。

タンク

布で

汚れをふきとる
汚れがひどい場合は

水洗いする
C水洗い後は水分をふきとってください。

グリップ
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お
手
入
れ
の
し
か
た

6ヵ月に一度は、
電源プラグの金属部の間を

からぶきする

本体のお手入れ

布で汚れを

ふきとる
B洗剤を使用する場合は中性洗剤をご使
用ください。

Bシンナーやベンジン、アルコールは変
色の原因になりますので絶対に使用し
ないでください。

B本体の水洗いはしない。
感電のおそれがあります。

Bお手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
（ぬれた手で抜き差ししない）。
感電のおそれがあります。

B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。
付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になり
ます。

警告
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症状 点検 処置

故障かな？と思ったとき
下記の点検をお願いします

ノズルにゴミが
つまっていませ
んか？

ノズルの出口がつ
ぶれるなど変形し
ていませんか？

水の出が悪い ノズルを取り替えて
ください。

点検・処置後なお異常がある場合、事故防止のため必ず使用を中止し、
販売店に点検・修理を依頼してください

B製品を廃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。
修理はお買い上げの販売店または、パナソニック電工お客
様ご相談窓口にご相談ください。

警告
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13

故
障
か
な
？
と
思
っ
た
と
き
／
定
格
・
仕
様
／
別
売
品

定格・仕様

愛情点検 長年ご使用の口腔洗浄器の点検をぜひ！
このようなことはありませんか？

Aコードや電源プラグが異常に熱い。
A動作中に異常な音、振動がする。
A本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。

お願い
故障や事故防止のため、使
用を中止し、電源プラグを
コンセントから抜いて、必
ず販売店にご相談ください。

別売品

替ノズル（1本入り）
EW092P-A（青）

-H（グレー）
-R（赤）
-W（白）

C最寄りの販売店へご用命ください

定 格 電 圧

消 費 電 力

脈 動 数

水 圧

定 格 時 間

大 き さ

ホースの長さ

タンク容量

約100 cm

高さ256×幅174×奥行84 mm（ノズル装着時）
高さ180×幅174×奥行84 mm（ノズル収納時）
（グリップ　太さφ22×長さ120 mm）

18 W

約1,600回／分

10分

AC100 V 50-60 Hz

約9.8×104～65×104 Pa（約1.0～6.6 kgf/cm2）

650 ml（強さ「5」使用時約2分使用可）

質 量 約800 g
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保証書について
保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確
かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い
上げ日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間
当社はこのドルツ・ジェットウォッシャーの補修用性能部品を製造打切り後5年間保有してい
ます。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。

修理を依頼されるとき
サービスをご依頼される前に、この取扱説明書の12頁に従ってご確認いただき、なお異常があ
る場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。
C保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。
保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

C保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、
ご希望により有料修理させていただきます。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

W901012507   Y.No7

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相
談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折
り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、
個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第
三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

5年

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内�

パナソニック電工テクノサービス（株）�
�

0810

製造元�
〒522-8520　滋賀県彦根市岡町33番地�

C Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008
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〈無料修理規定〉

１．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間
内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき

お買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お

客様ご相談窓口にご相談ください。
２．ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様
ご相談窓口にご相談ください。

３．ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない
場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。

４．保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）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
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス

害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）
等による故障及び損傷

（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）本書のご提示がない場合
（ト）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、

あるいは字句を書き替えられた場合
（チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお

客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出
張料はお客様の負担となります。

５．本書は日本国内においてのみ有効です。
６．本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
７．お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無
料修理対応及びその後の安全点検活動のため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。

※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、保証書を発行して
いる者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律
上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理
についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓
口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱
説明書をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.
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お名前�

電　話�（� ）� －�

様�

住所・氏名�

電話� ）�（� －�

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。� �

持込修理�

本体 1年間�

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

EW1250P

ドルツ・ジェットウォッシャー保証書�
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。�
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各部のなまえ ……………………5
設置 ………………………………5

故障かな？と思ったとき ……12
定格・仕様 ……………………13
別売品 …………………………13
保証とアフターサービス ……14
パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内…14

使いかた …………………………6
上手な洗浄のしかた ……………8
使い終わったら …………………9
お手入れのしかた ……………10

もくじ

Bお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
B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。
B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。
B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。
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