品質保 証 書

このたびは、ノーブナイン スマッシュをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品

は厳重な検査を行い高品質を確保しておりますが、通常のご使用において万一不具合が発
生しました場合、
保証規定によりお買い上げ後 1 年間は無償修理いたします。
※本製品の保証は、
日本国内でご使用になる場合に限ります。
※THIS WARRANTY IS VALID ONLY JAPAN.
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名

ノーブナイン スマッシュ
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番

NSMH21N-J/A

製 品 No.
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印

お名前
ご住所

・安全上のご注意 _P1-P2

・セット内容と各部の名称 _P3-P4
・仕様 _P4

・お使いになる前に _P5
・充電の仕方 _P5-P6

お買い上げ店名

・ペアリングの仕方 _P7-P8
・基本の使い方 _P9

TEL

・歯磨きモードの使い方 _P10
・磨き方のポイント _P10

お買い上げ年月日

・口臭測定モードの使い方 _P11-P12

・データ同期モード（アプリと連動）_P13
・故障かな？と思ったら _P14

保証規定

❶取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合に限り、
無償修理の対象といたします。
❷本体・充電台・

USB 電源アダプターが保証対象となります。※充電台のケーブル断線による故障の場合は保証対象外となり

ます。
❸無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、相談窓口あるいは問い合わせフォームにご連絡くだ
さい。
修理対応の詳細は、相談窓口や問い合わせフォームにてお伝えします。
なお、修理先までの送料は、ご負
担願います。
❹無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
①ご使用上の誤りおよび不当な修理や
改造による故障および損傷。
②お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
③火災・地震・水害・落雷・
その他の天災地変による故障および損傷。
④本書の提示が無い場合。
⑤本書に記入のない場合、あるいは字句
を書き換えた場合。
⑥消耗部品。
⑦故障の原因が本製品以外に起因する場合。
❺本書は再発行いたしませんの
で紛失しないよう大切に保管してください。
❻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償修
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。
無償修理期間経過後の修理等については有償といたします。
❼保証書に記載してある個人情報は、対象製品の
保守サービス・安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、
正しくご使用ください。

尚、
本製品を他の人に貸与・譲渡する場合は必ずこの取扱説明書もお付けください。
発売元

株 式 会 社 NOVENINE novenine.com

・お手入れの仕方 _P15
・保管の仕方 _P16

・破棄する場合は _P16

・商品の使い方、お手入れ、

修理に関する相談窓口 _P16

・初期化モード _P17

・本製品の無線機能 _P18

ノーブナイン スマッシュ取扱説明書
（保証書付）
INSTRUCTION MANUAL

安全上のご注意

●この製品を安全に正しくご使用していただくために、ご使用前に必ず［安全上のご注意］
をよくお読みになり十分に理解してください。
●お読みになった後はいつも手元において
ご使用ください。●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますの
で、必ず守ってください。
表示と意味は次のようになっています。
■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。

危険

守らないと生命や身体に重大な被害を負うことが想定される内容

注意

守らないと軽傷程度の被害または物損事故の発生が想定される内容

警告

守らないと生命や身体に重大な被害が発生することが想定される内容

してはいけない内容です。

図記号の例

実行しなければならない内容です。

危険

●怪我や感電の恐れがありますので指定以外の誤った方法でご使用に
ならないでください。

警告

次のような人または部位には、事故やトラブルの原因になりますので
絶対にご使用にならないでください。
＜人＞●医師の治療を受けている人●痛覚・知覚に障害のある人
●口腔内の感覚が弱い人●自分で意思表示できない人●乳幼児●他人
＜部位＞●傷口●指定部位以外
次のような人または部位に気になる症状がある場合は、医師に相談の
上ご使用ください。
＜人＞●歯周病の人●通院中の方
＜部位＞●虫歯・歯槽膿漏の部分※痛みを感じる方は、我慢せずにご
使用をお控えください。
※小さなお子様が使用する場合には、本製品の
取り扱い方法を理解し、指導のもとで行うようにしてください。
●本製
品は、使用目的以外にはご使用にならないでください。
事故や故障の原
因となります。
＜USB 電源アダプターと USB ケーブルについて＞
●USB 電源アダプターをコンセントから抜いたり差し込んだりする際
は、必ずアダプター本体を持って行ってください。
（コンセントプラグ
に触れないようにしてください。
）
感電、発火、ショート、断線の原因と
なります。●コンセントプラグにほこりや水がついている場合は、乾い
たタオルで拭いてください。
感電、発火、ショートの原因となります。
●
（日本国内専用）
でご使用ください。
火災、感電、発火、故
必ず交流 100V
障の原因となります。
●USB 電源アダプター、USB ケーブルおよび本製
品の損傷、水濡れにより本製品が正常に作動しない場合は、発売元で必
ず点検と修理を受けてください
（有償）
。
発火、
感電、
ケガの原因となりま
す。●必ず専用の USB 電源アダプターをご使用ください。
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警告

●入浴中や浴室などの湿度の高い所では、ご使用にならないでください。
強い電気ショックを受けたり、感電したりする恐れがあります。
●本体
に異常を感じた場合は、ただちに電源を切りご使用を中止して発売元に
連絡してください。
●指定以外の目的にはご使用にならないでください。
●感電事故の恐れがありますので、他の電気製品
（美容器等）
と同時にご
使用にならないでください。
●火災、感電、故障の原因になりますので異
物を本体内部に入れないでください。
●業務用としての使用等、過剰な
連続使用はしないでください。
怪我、
火傷等の原因となります。
※業務用として使用された場合は修理をお受けできません。
●本体、充電台、USB電源アダプターの修理、
分解、改造は行わないでくだ
警告
さい。
感電および異常動作により、身体に重大な被害を与える恐れがあり
異物
ます。
●本体、USB電源アダプター内部に異物を入れないでください。
が入ったままご使用になると、
火災、
感電、
故障の原因となります。

●長期間ご使用にならない場合は、
必ずUSB 電源アダプターを抜いてください。

注意

次のような行動または操作を守らないと、事故や故障の恐れがあります。
●身体に異常
（気分が悪くなる、痛みを感じる、歯茎等口腔内に異常を感
じる、かゆみ、発赤、蕁麻疹等）
を感じたら直ちにご使用を中止してくだ
さい。
●破損した製品はご使用にならないでください。
●お手入れをする
ときはシンナー、アルコール、ベンジン、灯油等の溶剤や薬品類、磨粉、油
分等はご使用にならないでください。
●本体、充電台、USB 電源アダプ
ターの上に重い物を置いたり、衝撃
（高い所からの落下等）
を与えたりし
ないでください。
●口臭センサーは衝撃に弱い為、
落とさないように注意
してください。
●充電台、USB 電源アダプターは濡らさないでください。
●充電は浴室等湿度の高いところでは決して行わないでください。
感電・
故障の原因となります。
●充電台の USB ケーブルやコンセントプラグを
傷つける、加工する、極端に折り曲げる、引っぱる、ねじる、挟み込む等し
ないでください。
●USB電源アダプターが破損していたり、コンセントへ
の差し込みが緩かったりするときは、
ご使用にならないでください。
●コ
ンセントプラグは根元までしっかり奥まで差し込んでください。
●ペッ
トにはご使用にならないでください。
怪我の原因となります。
●製品を寒
い場所から急に暖かい場所に持ち込んだとき等、温度や湿度の変化が大
きいところでは、
製品の内部に結露が起こることがあります。
結露状態で、
製品をご使用になると故障の原因となりますので、このような環境での
ご使用は避けて ください。
＜本製品の無線について＞
●通信装置や IC カード等磁気を発生するものを近づけて本製品をご使用
にならないでください。
本製品が正常に動作しない恐れや、通信装置やIC
カード等の故障の原因となります。
●2.4GHz 帯を使用した無線機器の周
辺、電子レンジ等の電波を発生する環境で同時にご使用にならないでく
ださい。
本製品が正常に動作しない恐れがあります。
●障害物が多い所や
電波状況が悪い環境でご使用にならないでください。
本製品が正常に動
作しない恐れがあります。
●障害物が多い所や電波状況が悪い環境でご
使用にならないでください。
本製品が正常に動作しない恐れがあります。
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ブラシ

セ ット 内容と各部の名称
本

USB 電源アダプター

体
そこ

アダプター本体

USBプラグ差込ジャック
まえ

ブラシの交換時期について

本体ランプ

ブラシが変形していなくても、衛生上約 1 ヶ月を目安に新しいブラシと交換してください。

位置合わせマーク 1
（ロック状態）

電源 / モード選択ボタン

また 1 ヶ月以内でも、毛先が広がった場合は交換してください。

充電台

位置合わせマーク 2
（アンロック状態）

充電台ランプ

下カバー

まえ
まえ

うしろ

口臭測定モード使用時

センサー部
口臭表示ランプ

⚠ 水洗い不可。センサー部は防水ではありませんので、水洗いしないでください。

センサー部が開状態のまま水に浸かると浸水し、
故障の原因となります。

USB ケーブル

USB プラグ

うしろ

仕

様

定格電圧

入力：AC100-240V 50/60Hz ・ 出力：DC5V/1A

防水仕様

IPX6（本体のみ）※口臭測定モード使用時等下カバーを開けている時を除く

本体サイズ

口臭センサー

P3

コンセントプラグ

よこ

本体重量

使用電池

対

象

データ保存件数
通

信

充電時間

連続使用時間

ブラシストローク

約φ26×145mm（ブラシ未装着時）

約 60g（ブラシ未装着時）

（消耗品）
リチウムイオン電池
（3.7V）

iOS 13.0 以降（対象器：iPhone 6s 以降）※Android には対応しておりません
歯磨きデータ：約 4000 件

口臭測定データ：約 100 件

Bluetooth® L.E（BLE）※本体 1 台に対しスマートフォン 1 台
約 5 時間
（電池切れから満充電まで）

口臭測定 20 回以上
歯ブラシモード 45 分以上、

※口臭センサーの暖機運転の為、本体を使用しなくても電池が消費されます。

28,000 ブラシストローク／分で音波振動 ※音波領域内での振動
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歯ぐきの出血について

お使 い に な る 前 に

本体ランプ

充 電 中

健康な歯ぐきでも、これまでになかった刺激を与えたことで、使いはじめに出血する場

充電完了

合があります。1 ～ 2 週間で出血は止まりますが、2 週間以上出血が続く場合は、歯ぐき

に異常（歯周病等）があることも考えられますので、ご使用を中止し歯科医に相談してく

4

ださい。

充電の仕方

⚠ 下図のような隙間がある状態が正常な状態です。

充電完了

4.

灯

緑高速点滅（1 秒間に 3 回）している場合は
充電台の故障の可能性がありますので
販売店にお問い合わせください。

充 電 中

初めてご使用になる前に本体の充電を行ってください。

消

⚠ 本体ランプまたは充電台ランプが

充電台ランプ

お届けした時には、工場出荷モード（初期化モード）ですので、

緑点灯

緑点滅

緑点灯

本体ランプが消灯し、充電台ランプが点滅から点灯になると充電完了です。

（充電時間目安：約 5 時間）

本体の充電残量が少なくなった時は、本体ランプが赤点滅でお知らせします。

2

3
1
1.
2.
3.
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充電台の USB プラグを USB 電源アダプターの USB プラグ差込ジャックに

差し込みます。

⚠ 差込口の向きに注意してしっかり差し込んでください。

コンセントプラグをコンセントに差し込みます。

⚠ しっかり差し込んでください。

その際は、充電を行なってください。
充電の推奨説明

•充電推奨温度は 5 ℃～ 35 ℃です。推奨温度外では、充電できない場合があります。
•充電台ランプが緑高速点滅（1 秒間に約 3 回）するときは、充電異常、または本体が正し

く充電台に差し込まれていないことが考えられます。充電推奨温度の範囲内であるこ
とを確認し、本体を正しく充電台に差し込んでください。

•初めてお使いのときや半年以上ご使用にならなかったときは、充電時間が変化する場

合があります。また、充電を開始して数分間、本体ランプと充電台ランプが点灯しない
ことがありますが、そのまま充電を続けると点灯します。

本製品では口臭を正確に測定する為に、常時口臭センサーの暖機運転を行っていま
す。その為、本体を使用していなくても電池が消費されています。

本体を充電台に立て充電を行います。

（充電中は本体ランプが緑点灯、
充電台ランプが緑点滅します。
）

P6

ペアリングの仕方

ご使用の前に専用アプリ「NOVENINE」
（無料）
を入手してからペアリングを行ってください。

6

ペアリングとは？

本体ランプ

本体とスマートフォンを Bluetooth® を通じて通信できる状態とすることを言いま

す。ペアリングすることで、本体に保存された使用データをスマートフォンに連携

ペアリング中

させ、詳細にデータをご確認いただくことが可能です。

ペアリング完了

ペアリングは、本体 1 台に対しスマートフォン 1 台となります。

2 回目以降のペアリング、ペアリングの解除方法についてはアプリの指示に従って行っ

白点滅

青色点灯（3 秒間）

てください。

⚠ 本体にデータが残った状態でペアリングを行うとデータがすべて削除されます。

データが必要な場合、
データ同期モードでデータを収集後ペアリングを行ってください。

電源 / モード選択ボタン

これは他人にデータを抜き取られないようにする為、
プライバシーを守る為のものです。

対象スマートフォン：iOS 13.0 以降となります。
詳細はお手持ちの端末をご確認ください。
※Android には対応しておりません
（2021 年 5 月現在）

1.

スマートフォンに専用アプリ
「NOVENINE」
（無料）
を App Store で検索し、

インストールしてください。

⚠ NOVENINE SMASH 公式オンラインストアの

メールアドレスとパスワードでログインしてください。

2.
3.
4.
5.
6.

4

スマートフォンの“Bluetooth®”を ON にしてください。

5

6

Bluetooth® の ON の仕方はお使いのスマートフォンの設定方法に従ってください。
スマートフォンのアプリ画面で「ペアリング画面」
になっていることを確認して
ください。

本体の電源 / モード選択ボタンを長押し
（5 秒以上）
して
ペアリングモードにしてください。

本体を選択

NOVENINE SMASH

（本体ランプ：白点滅、アプリ画面：本体選択画面表示）
アプリ画面で
「NOVENINE SMASH」
を選択し、
タップしてください。

ペアリング完了

キャンセル

し
本体ランプが白点滅から青点灯（3 秒間）

ペアリング完了画面が表示されたらペアリング完了です。

⚠ 本体ランプが消灯している場合はペアリング失敗ですので
最初からやり直してください。

P7
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1

基本 の 使 い 方

歯磨きモードの使い方
電源 / モード選択ボタン
短押し

3

電源 / モード選択ボタン

本体ランプ

消 灯

ノーマル

1 分間に約 28,000 回の
ブラシストローク

2

電源 / モード選択ボタン
短押し

ソフト

1 分間に約 24,000 回の
ブラシストローク

オフ

⚠ 歯磨きモード時は、ブラシを取り外さないでください。

歯磨き剤の飛び散りを防ぐため、
必ずお口の中にブラシを入れてから電源を入れてください。

⚠ 歯磨きモードにしてから、10 分後に自動停止します。続けてご使用される場合は、
電源 / モード選択ボタン短押しし、歯磨きモードを作動させてください。

磨き方のポイント
あて方／動かし方

ブラシの毛先が歯に軽く触れる程度にあて、ゆっくりと動かしてください。

4
水洗い OK 箇所

⚠ センサー部は防水ではありませんので、水洗いしないでください。
センサー部が開状態のまま水がかかると浸水し、故障の原因となります。

1.
2.
3.
4.
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本体を充電台から取り外し、本体ランプが消灯していることを確認してください。
本体にブラシをセットします。

歯面／噛み合わせ面

90 °にあててください。

前歯の裏側／歯並びの悪いところ
タテにあててください。

角度に沿ってあててください。

90 °

90 °

⚠ ブラシが本体の正面にくるように差し込んでください。

無理に差し込まないでください。ブラシ内部の破損の原因となります。

45 °

ブラシをお口に入れた状態で、
本体の電源 /モード選択ボタンを短押し
（5 秒以内）
し

歯磨きモードを作動させます。

⚠

振動が 10 秒以上継続したことをブラッシングと認識し、
時刻データを保存しています。

ご使用後は、
お口の中で電源をオフにしてから、
ブラシを取り外しブラシに付着した
汚れを水で洗い流し、よく乾かしてください。

⚠

ブラシを取り外して根元の汚れもよく洗い流してください。

歯周ポケット／

歯と歯ぐきの境目

45 °にあててください。

毛先が歯周ポケットに入り込むように

軽く押しあて、ゆっくり動かしてください。
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4.

口臭測定モードの使い方
NOVENINE SMASH は本体の口臭センサーに息を吹きかけることで呼気中のにおいの成分
を素早く測れ、その結果をレベル 1 ～レベル 4（口臭表示ランプの色で表示）に瞬時に判定

口臭センサーに向けて約 2 秒間
（口臭表示ランプ青点灯から消灯まで）
息を吹きかけ

続けてください。
終了時振動
（2 回振動）
によりお知らせします。

⚠

吹込み位置は、
口と口臭センサーまでの距離が 1 センチ程度になるまで近づけて
ください。
吹込み方としては、
「ハー」と長く吹込んでください。

します。

口臭はだれにでもありますが、年齢や口腔内の疾病の有無、唾液の分泌量等による個人差や

体調、食事、歯磨き後の経過時間などで変化します。口臭を分析すると、揮発性硫化物や、

口と口臭センサー
までの距離が
1 センチ程度になる
まで近づけ
口臭表示ランプが
消灯するまで
約 2 秒間息を吹込む

口臭センサー

炭化水素系ガス等が主成分としてあげられています。

NOVENINE SMASHでは、呼気中の口臭の主成分を検知し、総合的に評価します。口臭の 1 つ

であるメチルメルカプタン濃度は、朝起きた時が最も高く、その後唾液の分泌量によって変
化します。前日行った口腔ケアの効果の傾向を朝の測定で知ることができます。

位置合わせマーク 1 位置合わせマーク 2
（ロック状態）
（アンロック状態）

本体ランプ

センサー部

消 灯

口臭表示ランプ

判定結果により
色が点灯

青点灯

口臭センサー

1 センチ程度まで近づける

5.
口臭表示ランプ

うしろ

うしろ

白点滅

下カバー

うしろ

まえ

測定結果を以下のように表示します。

良好
レベル 1

緑色点灯

オーラルスコア

100-88

レベル 2

黄色点灯

オーラルスコア

87-70

レベル 3

赤色点灯

オーラルスコア

69-20

注意

レベル 4

紫色点灯

オーラルスコア

19 以下

1.

本体うしろの位置合わせマーク 1
（ロック状態）
から

⚠ 正常に測定できなかった場合、本体ランプが赤点滅（10 秒間）と振動（3 回）で知らせます

2.

本体まえの口臭センサー下部にある口臭表示ランプが白点滅しているのを確認してください。

⚠ 口臭測定 OK の場合のみ、本体内部にデータが保存されます。

3.

口臭センサー下部にある口臭表示ランプが白点滅から青点灯に変わると準備完了です。
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右側の位置合わせマーク 2
（アンロック状態）に合わせ下カバーを下に引きます。

⚠ 口臭表示ランプが白点滅していない場合はセンサー部が

完全に開いていない可能性があるので再度行ってください。

⚠

口臭表示ランプが青点灯しない場合は、
口臭センサー異常となりますので、
（アンロック状態）
から位置合わせマーク 1
センサー部を閉じ、
位置合わせマーク 2
（ロック状態）
へ合わせ、
少し時間を置いてから再度行ってください。

（アンロック状態）から位置
ので、
その際は一旦センサー部を閉じて、
位置合わせマーク 2
（ロック状態）
へ合わせた後、
少し時間を置いてから再度行ってください。
合わせマーク 1
ただし本体内部のデータが容量を超えた場合、
古いデータは消去されます。

6.

（アンロック状態）から
測定終了後、
センサー部を閉じ、位置合わせマーク 2
位置合わせマーク 1
（ロック状態）
へ合わせて測定完了です。

⚠ 10 秒以上センサー部を開けたままや正常な位置に戻っていない場合、
本体ランプが黄色に点滅しますので、
センサー部を閉じ、
位置合わせマーク 1 へ戻してください。
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デ ー タ 同 期 モ ー ド（ ア プ リ と 連 動 ）

データ同期モードは、
本体に蓄積されたデータ
（歯磨き開始時間、
終了時間、
オーラルスコア、
データ保存終了時刻）
を本体からスマートフォンに同期させるモードとなります。
データ同期後は本体内のデータは消去されます。

1

2

3.4

リロードボタン

故障かな？と思ったら

修理に出す前に、
この取扱説明書をよくお読みいただき、
下記の点をもう一度チェックしてくださ

い。
故障の場合は本体の分解等はせずに相談窓口あるいは問い合わせフォームにご相談ください。

■電源が入らない

＜考えられる原因と処置＞

・本体の充電ができていない

→コンセントにコンセントプラグがしっかりと差し込まれていることを確認してください。
→本体が充電台の正しい位置に差し込まれていることを確認してください。

・内部プログラムの不具合で、
動かなくなっている
→強制リセットを行ってください。
（P14）

・使用時の温度が低すぎる、
もしくは高すぎる

→使用推奨温度の 5℃~35℃でご使用ください。

■電源がすぐに切れる、
振動が弱く感じる
＜考えられる原因と処置＞

充電残量が少なくなっている

本体ランプ

データ同期開始

データ同期完了

→充電を行ってください。
本体の充電残量が少なくなった場合は、
本体ランプが赤点滅で

青点滅

青点灯（3 秒間）→消灯

1.

充電台に本体をセットしてください。

2.
3.
4.

P7 でインストールした専用アプリ「NOVENINE」で「DATA 画面」に移動し、
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⚠ 充電台に本体をセットしていない状態で行うと

15 秒 * で自動的にスリープモードに入る為通信ができなくなります。
（* 歯磨きモード、もしくは口臭測定モード使用終了後）

リロードボタンをタップしてください。

データ同期が開始されますと、本体ランプが青点滅します。

お知らせします。
（P5-P6） 尚、口臭センサーの暖機運転の為、本体を使用しなくても電池
が消費されます。

■本体の作動が通常と異なる動きをする
＜考えられる原因と処置＞

内部プログラムの不具合で、
通常と異なる動きとなっている
→強制リセットを行ってください。
（P14）

＜強制リセットの仕方＞

本体の「電源 / モード選択ボタン」を 30 秒以上長押しし、本体ランプが緑色に点灯したら強制
リセットが開始されます。
リセット終了後も本体内に保存されたデータとペアリング設定は保
持されたままとなります。

本体ランプ

消 灯

本体ランプ

本体ランプ

白点滅

緑点灯

約 5 秒後に

約 30 秒後に

データ同期が完了しますと、

本体ランプが青点滅から青点灯（3 秒間）
に変わり、
その後消灯します。

⚠ データ同期ができなかった場合、アプリに表示後、本体ランプは青点滅から消灯
になります。この時アプリのリロードボタンを再度タップしてください。リロー
ドボタンをタップすると再度データ同期を開始します。正常に完了しなかった
場合、
保管データは本体に保存されたままになります。

30 秒以上長押しし続ける

離す
P14

お手入 れ の 仕 方

保管の仕方

衛生性を保つ為、ご使用の度にお手入れを行ってください。

電源がオフになっていることを確認してからお手入れしてください。

強く擦らない

センサー部は水で濡らさない

オイル等を使用しない

お手入れをする際はシンナー、アルコール、ベンジン、灯油等の溶剤や強酸性や強アルカリ
性の薬品類、
磨粉等はご使用にならないでください。
故障や変形の原因となります。

長期間ご使用にならないときは、
お手入れをしてから袋等に入れて保管してください。

直射日光の
当たる場所

温度・湿度の
高い場所

水洗い OK 箇所

センサー部は水洗い不可。
センサー部は防水ではありません。
センサー部が開状態のまま水がかかると浸水し、
故障の原因となります。

強い電波・磁気
の発生する場所

⚠ 長期間保管された本製品を再びご使用されるときは

必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してからご使用ください。

破棄する場合は

センサー部を閉じた状態で、
位置合わせマーク 1 にした

⚠

ホコリの
多い場所

⚠ 保管する際は USB 電源アダプターをコンセントから抜いてください。

本体を洗う場合は、

状態
（ロック状態）
で水で洗い流してください。

乳幼児の
手の届く場所

本製品およびパッケージ等をゴミとして廃棄する場合はお住まいの市区町村が定める区分
に従ってください。

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力を
本製品に使用しているリチウムイオン電池は
リサイクル可能な資源です。

破棄する場合は、
お住いの市区町村の定める方法
本体についた汚れは台所用中性洗剤を含ませた
ティッシュ等できれいに拭き取ってください。

⚠ シンナー、アルコール、ベンジン、灯油などの

溶剤や強酸性や強アルカリ性の薬品類・磨粉等は
ご使用にならないでください。

に従い廃棄してください。

⚠ 本製品を廃棄する場合、完全に作動しなくなるまで電池を放電させてください。
⚠ 完全に作動しなくなったことを確認してください。

商品の使い方、お手入れ、
修理に関する相談窓口
問い合わせフォームでのお問い合わせ

充電台についた汚れはティッシュや

乾いた布等できれいに拭き取ってください。

⚠ シンナー、アルコール、ベンジン、灯油などの

溶剤や強酸性や強アルカリ性の薬品類・磨粉等は
ご使用にならないでください。
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https://novenine-smash.com/shop/contact
※右側の QR コードからもアクセスできます

お電話でのお問い合わせ
オーヨイ

イ イ ハ

0 5 7 0 - 0 41-118

※お問い合せによる通信料金はお客様のご負担となります。

P16

初期化モード

初期化モードは、本体を工場出荷状態に戻すモードとなります。

このモードを使用しますと、
本体内に保存された全てのデータ、
設定は初期化されます。
初期化モードを実行後は、
「P5-P6 充電の仕方」
からの操作を行ってください。

⚠ こちらを行う前に P14 の強制リセットをお試しください。
⚠ 本体を充電台より外した状態で電源が入ることを確認後行ってください。

本製品の無線機能

・ 本製品はスマートフォンと無線で通信します。

日本国内の規格で認証を取得しています。
国外
・ 本製品の無線は Bluetooth® 機能を使用し、

の規格には適合しておりませんので、動作保証や国外からのお問合せに関しては応じか
ねます。

・ 電波法に抵触するため本体記載の認証番号を消したり、本体を改造したりしないでください。

・ 使用周波数は 2.4GHz 帯です。
同周波数帯では電子レンジ、産業、科学、医療用機器の他に、
工場ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定
小電力無線局の運営に使用されています。

本体ランプ＆口臭表示ランプ

初期化開始
初期化完了

白点灯（4 回振動）
消灯

・ 本製品を使用する前に、周辺で移動体識別用構内無線局および特定小電力無線局が運営さ
れていないことを確認してください。

・ 万一、上記の無線局により電波干渉が発生した場合は、速やかに使用場所を変えるか、本製
品の使用を停止してください。

押しながらセンサー部を開ける

10 秒以上長押しし、電源 / モード選択ボタンを離す

1.
2.
3.

本体の電源 / モード選択ボタンを押したまま、
センサー部を開けてください。
その状態で 10 秒以上長押しし、
電源 / モード選択ボタンを離してください。
本体ランプと口臭表示ランプの両方が白点灯します。

両方のランプが点灯すると、
初期化処理が始まります。

（初期化中は本体が 4 回振動します。
）

⚠ ランプが点灯しない場合、電源 / モード選択ボタンが押し続けられていないこと、
センサー部が完全に開いていないことが考えられるため、
センサー部を閉じ、
から位置合わせマーク１
（ロック状態）
へ
位置合わせマーク 2（アンロック状態）
合わせて初めからやり直してください。

4.

初期化処理が終了すると、本体ランプと口臭表示ランプが消灯します。

5.

センサー部を閉じ、位置合わせマーク 2
（アンロック状態）
から
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⚠ 初期化後は、充電から（P5-P6 充電の仕方）の操作を行ってください。

→充電されている場合は、歯磨き、
口臭測定は可能となります。
が必要です。
ただし、ペアリングはされていない為、
再度ペアリング操作
（P7-P8）

位置合わせマーク 1
（ロック状態）
へ戻してください。
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