各部名称

ご使用の前に

ご使用上の注意

警告・注意
禁止マーク該当

コントロールパネル

歯ブラシ

ジェットノズル

タンク蓋

！マーク該当 ・実行しなければならない内容
・危害や人害（死亡や重傷を負う恐れ）を生じる可能性がある内容
・物的損害を生じる可能性がある内容

本体

●口腔洗浄以外の目的で使用しないでください。目、鼻、耳や喉、舌などに水を噴射すると、事故やケガの
原因になります。
●痛さを感じる水圧でのご使用は控えてください。歯や歯ぐきを傷めたり、ケガの原因になります。

電動歯ブラシ・
ハンドル

ジェット
ハンドホルダー

ブラシホルダー

スイッチ

スイッチ

●電源プラグは必ず根元までコンセントに差し込んでください。
●掃除をする際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

●乳幼児の手の届く場所に保管したり、乳幼児に使用させないでください。誤飲やケガの原因となる恐れが
あります。

タンク

●必ず交流 100-240V で使用してください。

●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やケガの原因になります。
●電源コードを傷付ける、強く曲げる、強く引っ張る、重いものを載せる、無理やり折り曲げる、ねじる、
挟み込むなどしないでください。感電やショート、火災の原因になります。
●電源プラグに金属ピンやごみなどを付着させないでください。感電やショートによる火災の原因になりま
す。

●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コー
ドに負荷がかかり、断線や感電、ショートの原因になります。
●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
●電源プラグにほこりが付着しないよう、定期的に掃除をしてください。
●本体に異常を感じた場合、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
●歯周病の疑いがある人、治療中の歯や口腔内に気になる症状がある方は、歯科医に相談してから使用して
ください。ケガをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります
●使用後は必ず製品のお手入れを行って清潔にしてください。カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因とな
ります。
●電動歯ブラシの使用中や充電中に、本体に異常を感じたら直ちに使用を中止してください。

●保管する際に、電源コードを本体に巻き付けて収納しないでください。電源コードに負荷がかかり断線や
ショートによる火災の原因になります。

ノズルグリップ

モード表示

●浴室やシャワー室など、水のかかる場所では使用しないでください。感電や故障の原因になります。

●本体に 40℃を超える温水、熱湯を入れないでください。故障ややけどの原因になります。
●口腔内の感覚が弱い方は使用しないでください。ケガをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因となります。
●絶対に本製品を分解、改造、修理をしないでください。感電や発火、異常動作によるケガの原因になります。
また、故障の原因となります。
●コンセントや配線器具の定格電力を超える使用（たこ足配線など）をしないでください。発熱、ショート
などによる火災の原因となります。

ホース
水抜き穴

①水平で安定した場所に本体を置きます。

※コントロールパネルLEDランプ 青色が１秒間点灯します。その後に消
灯して待機状態となります。

④電動歯ブラシ本体と歯ブラシの正面を合わせて、歯ブラシ
を奥までしっかりと差し込んで取り付けます。

電動歯ブラシ

●本製品以外の充電台、充電スタンドを使用しないでください。やけどやショートによる火災の原因になり
ます。

T-Time FLTM-19B

T-Time FLTM-19N
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●絶対に本製品を分解、改造、修理をしないでください。感電や発火、異常動作によるケガの原因になります。
また、故障の原因となります。
●自分で意思表示ができない方や、体の不自由な方に使用させないでください。

-3-

-4-

②

※奥までしっかりセットしてください。

④

水抜き穴

④タンク蓋を閉めます。

③

水素水の生成
⑤

⑤コントロールパネルの「水素」スイッチを押します。
⑥タンク内の LED ランプが青色に点灯し、水素水の生成を始め
ます。

⑥

ジェットノズル

2 本入り（FL-JET2） 800 円（税別）

⑩
替えブラシ 各 850 円（税別）
⑪

FL-RE ：歯ぐきのケアに最適なマルチタイプ

コンパクト ハード

FL-CH ：奥歯の奥まで磨けるちょっと硬めタイプ

ソフトセンシティブ

FL-SS ：やさしい毛先でもしっかり磨けるタイプ

コンパクト レギュラー FL-CS ：奥歯の奥まで磨けるコンパクトタイプ
スマート プレミアム

ON
OFF

※水圧は全５段階です。一番左が弱モードです。
※使用中でも水圧の調整ができます。

レギュラー

FL-PR ：特殊植毛でしっかり磨けるスリムタイプ

⑫

⑬ノズルグリップのスイッチを「OFF」にして、噴射を停止します。
※１分以上停止する場合は、「JET」スイッチを押して動作を止めてください。
故障の原因になります。
※メモリー機能により、前回使用した水圧を記憶します。再び使用する際には、
前回の水圧でスタートできます。

ON
OFF

⑬

オーラルケアを行う
⑭ノズルグリップのスイッチが「 OFF」になっていることを確認
します。
⑤

⑧タンク内の LEDランプが「ゆっくり点滅」に切り替わり、水素
水の生成完了をお知らせします。
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全国の
「T-TIme」取扱店、
FLAXホームページでご購入いただけます。

④

※点灯しない場合は、タンクのセットを確認してください。再度押しても点
灯しない場合には、故障の可能性があります。
※点灯中に再び「水素」スイッチを押すと、生成を停止します。
※生成中にタンクを取り外した場合、約５秒以内に電源が
「OFF」になります。

⑦水素水の生成中に歯磨きをしてください。

⑨

替えジェットノズル・替えブラシ

3 本入り（FL-JET3） 1,100 円（税別）

⑪ジェットノズルの先端を洗面台などに向け、スイッチを「ON」
にして、水を噴射します。
⑫コントロールパネルの「＋」「−」スイッチを押して、好みの
水圧に調整します。

③タンクを本体にセットします。

90

ON
OFF

⑩コントロールパネルの「JET」スイッチを押します。

※接続部分が濡れたままセットすると、故障の原因になります。

※生成時間は約 3 〜 10 分です。水質などにより時間が変わります。
※「ゆっくり点滅」によるお知らせ表示は約 10 分です。
※本製品の設定した水素濃度に達さない場合は、エラー表示としてLED
ランプが速く点滅します。この場合はP12（水素生成編）を確認してく
ださい。

●電動歯ブラシを火中に投入したり、加熱したりしないでください。発火や破裂の原因となります。

-2-

※ご使用ごとに新しい水道水に入れ替えてください。
※タンクの目安ゲージ（約600㏄）を超えないようご注意ください。
※冷水が苦手な方は、ぬるま湯（40℃以下）をご使用ください。

水圧を選ぶ
⑨ノズルグリップのスイッチが「OFF」になっていることを確認
します。

⑮口の中にジェットノズルの先端を入れ、軽く口を閉じます。
⑯コントロールパネルの「JET」スイッチを押します。

⑥
青色に点灯

電動歯ブラシ無モデル

①

②本体の接続部分が水で濡れていないことを確認します。濡れ
ている場合は、しっかりと水を拭き取ってください。

③ノズルグリップを正面に持ち、ジェットノズルの先端を横
向きに差し込みます。奥までしっかりと差し込んでから、
時計回りに回して取り付けます。

●高温状態での充電、使用、放置をしないでください。発火や破裂の原因となります。

電動歯ブラシ付モデル

③

ジェットノズルのセット

電動歯ブラシと歯ブラシのセット（FLTM-19B のみ）

タンクのセット

別売

①タンク蓋を外し、タンクを本体から取り外し、タンクに水道
水を入れます。

②電源プラグをコンセントに差し込みます。

※フル充電には約 12 時間かかります。初めてお使いになるときや、しば
らくご使用になっていなかったときは、充電時間が変わることがあり
ます。また、充電が始まってから数分程度、LED ランプが点灯しないこ
とがありますが、そのまま設置しておくと点灯します。しばらくお待ち
ください。
※ご使用後に LED ランプが赤色に点滅したら充電のお知らせです。
※本製品以外の電動歯ブラシは充電できません。

●落としたり、ぶつけたりしないでください。故障や感電、発火やケガの原因になります。

本体

②

⑥電動歯ブラシを充電台に置くことで自動で充電されます。
LED ランプが赤色の時は充電中、緑色の時は充電完了のお
知らせです。

●同じジェットノズルを家族や他人と共用しないでください。感染や炎症の原因となります。

充電台

設置

⑤電動歯ブラシのスイッチが正面に向くよう、本体左の充電
台に設置します。

●本体を水に浸けたり、水洗いしないでください。感電や故障の原因となります。
●自分で意思表示ができない方や、体の不自由な方に使用させないでください。

充電表示
（LEDランプ）

ティータイム 本体の使い方

ON
OFF

⑭

⑮

株式会社フラックス

⑰ノズルグリップのスイッチを「ON」にして、口の中に水を噴
射します。

※一時的に噴射を止めるときには、スイッチを「OFF」にしてください。
※ジェットノズルが口の外側に外れると周囲に水が飛散しますので、ご注意
ください。
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⑯

〒231-0822 神奈川県横浜市中区本牧元町4-1
フリーダイヤル：0120-33-1818
http://www.ﬂax.co.jp
日本口腔ケア学会会員／日本水素水振興協会会員／日本機能水学会会員

ティータイム 本体 の 使 い 方
⑱ノズルグリップのスイッチを「OFF」にして、噴射を停止します。

ON
OFF

⑲コントロールパネルの「JET」スイッチを押して、動作を停止
します。

⑱

⑲

※タンク内の水は、必ず使用ごとに捨ててください。
※タンク内の汚れは、軽くすすいだり、やわらかいスポンジなどで軽く洗っ
てください。
※タンク接続部分に溜まった水は、本体下部の「水抜き穴」から排出されます。
水が排出されたときには、「水抜き穴」とタンク接続部分の水気を拭き取っ
てください。

⑳

㉑タンクを本体にセットします。

㉑

㉒ノズルグリップのスイッチを「ON」にして洗面台などに向け、
コントロールパネルの「JET」スイッチを押し、タンクに残っ
ている水を出します。

①

※ブラシに付いた水分の飛散を防ぐため、口の中に入れてからスイッチを押して
ください。
※メモリー機能により、前回使用したモードでスタートします。

②スイッチを入れてから３秒以内に再びスイッチを押すと、モード
を切り替えられます。モードは１回押すごとに、右図の順で切り
替わります。
※３秒以上経ってからスイッチを押すと「OFF」になり、動作が停止します。

弱

②

㉒

強

ご使用後
⑤ハンドルから歯ブラシを取り外して水洗いします。
㉔

３

※ブラシ内側などの汚れを十分に洗い流してください。
※ブラシの毛を強く引っ張ったり、無理に広げないでください。
※ガードラバー部分は、先のとがったものや爪などで無理に洗わないでください。
※80℃以上のお湯を使用しないでください。ブラシを破損する原因になります。
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付属品

③
２

４

⑧充電残量が少ないときは、ご使用後にLEDランプが赤色に点滅し
てお知らせします。電動歯ブラシを充電台に戻すと自動充電され
ます。
※連続使用時間は約140分です。
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付属品

ジェットノズル 2本

ノズル識別カラーマーカー
（白・緑）
タンク用交換パッキン 1

歯ブラシ 1本

ジェット機能編
症状

考えられる原因

タンクがしっかり取り付けられていない

タンク用交換パッキン 1

■製品仕様
本体

ジェットノズルにごみが詰まっている

使用中に
ジェットノズルが外れる

しっかり取り付けられていない

ノズルグリップにジェットノズルを
正しく取り付けてください
（P４参照）

ジェットノズルが変形している

ジェットノズルを取り替えてください

本体の下から水が漏れる

水素の泡の量が少ない

■製品仕様
サイズ

高さ：220㎜ 幅：170㎜（ブラシホルダー・ジェットハンドルホルダー含む）
95㎜（本体部のみ） 奥行：140㎜

重量

965g

タンク容量

約600㏄

ホース長

900㎜

ACコード長

1100㎜

定格電圧

AC100-240V 50/60Hz

定格消費電力

28.8W

材質

本体：ABS タンク：PCT樹脂（トライタン） ホース：ポリエステル樹脂
ポンプ：PCT樹脂（トライタン）及びPOM樹脂
ノズル：PCT樹脂（トライタン）

サイズ

外径：27㎜

重量

99g

サイズ

高さ：220㎜

重量

935g

タンク容量

約600㏄

幅：130㎜（ジェットハンドルホルダー含む）95㎜（本体部のみ） 奥行：140㎜

ホース長

900㎜

ACコード長

1100㎜

定格電圧

AC100-240V 50/60Hz
28.8W

材質

本体：ABS タンク：PCT樹脂（トライタン） ホース：ポリエステル樹脂
ポンプ：PCT樹脂（トライタン）及びPOM樹脂 ノズル：PCT樹脂（トライタン）

高さ：180㎜（歯ブラシを含まず）

材質

ABS/エラストマー樹脂

電源

リチウムイオン二次電池（内臓） 電池容量：3.7V/700ｍAｈ
（2.59Wh）

充電時間

最長約12時間

充電方式

非接触充電方式 ※専用充電台のみ充電可

連続使用時間

最長約140分

回転数

各モード別 「一」
：42,000回/分 「ニ」
：38,000回/分 「三」
：35,000回/分
「W」
：35,000回/分

動作時間

各モード別 「一」
：2分タイマー 「ニ」
：2分タイマー 「三」
：2分タイマー
「W」
：1分タイマー
※すべてのモードに30秒ごとに振動を瞬断しお知らせする機能付き
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「ゆっくり点滅」表示が
途中でタンクを外しても
続いている
水素生成をしても
「ゆっ
くり点滅」表示がされず、
早い点滅表示が出る

定格消費電力

ジェットノズルの出口が摩耗や
つぶれるなど変形している

「切り忘れ機能」
が働いた
（約10分）

スイッチを押しても
動かない
フル充電しても数回程度
しか使用できない
使用中に時々止まる

ジェットノズルを取り替えてください

タンク接続部分の水を拭き取ってください

使用している水質の変化

水質の変化により発生効率が変化しますが、
生成時間を自動調整するので問題ありません

水温が低い

水温が低すぎると発生効率が低下しますが、
生成時間を自動調整するので問題ありません

カルシウムが付着している

クエン酸、
またはポット用洗浄剤を溶かした水を
タンクに入れ、1日程度放置してください
カルシウムが除去され、泡の発生が改善されます

異常ではありません
「ゆっくり点滅」表示は生成完了後、
約10分間続きます

「水素」
スイッチを押すことで
「ゆっくり点滅」表示を
消すことができます

水素生成に適さない水（蒸留水、精製
水など）
を使用している
（エラー表示）

・使用する水を変える
・生成が促進されるよう少量の塩を入れ、
生成が行わ
れることと、
「ゆっくり点滅」
表示を確認してください

本体が充電台に正しく置かれていない

正しい位置で充電台に置き、充電表示ランプが
点灯することを確認してください

しばらく使用していなかった

充電台に置いても数分程度、点灯しないこと
がありますが、充電を続けると点灯します
しばらく置いていても点灯にならない場合は、
販売店にお問い合わせください

バッテリーの寿命

お買い上げの販売店にご相談ください

正しく充電されていない

取扱説明書

異常ではありません

タンク接続部分の水が溜まっている

電動歯ブラシ編

充電表示・完了ランプが
点灯しない
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対策

タンクを奥までしっかりと取り付けてください

水が出ない
ジェット噴射が弱い

水素生成編

電動歯ブラシ

※濡れたまま充電しないでください。

ジェットノズル 2本

「JET」
が途中で止まった

⑤

⑥電動歯ブラシのハンドルが汚れた場合は、傷が付かないようやわ
らかいスポンジなどで軽く洗ってください。

ハイドロ・ジェットシステム

故障かな？と思ったら…

T-Time FLTM-19N

ノズル識別カラーマーカー
（白・緑）

④歯ブラシとハンドルの水分をしっかりと拭き取ってください。

※濡れたまま充電しないでください。
※歯ブラシは約 3 カ月ごとに定期交換してください。
※保管する場合は、水気をよく切り乾いた布で拭いたのち、しっかりと自然乾燥さ
せてください。

体

※付属品をセットした
状態です

※ブラシの毛を強く引っ張らないでください。
※歯ブラシは約３カ月ごとに定期交換してください。
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本

T-Time FLTM-19B

※40℃以上のお湯、シンナー、ベンジン、アルコールは使わないでください。
※ハンドルが汚れた場合は、傷が付かないようやわらかいスポンジなどで軽く洗っ
てください。布やブラシを使う場合は、軽くこする程度にしてください。塗装剥
がれや変色の原因になります。
※ブラシ取り付け部にある防水ゴム部に傷を付けないよう、固いものでこすらない
でください。

⑦歯ブラシとハンドルの水分をしっかりと拭き取ってください。

1. 水素水を生成します。
2. コントロールパネルの「＋」
「−」スイッチで、水圧を弱モード（一番
左）に設定します。
3. 口の中に水素水を約 30cc ほど含みます。
4. 約 1 分ほどかけて、ゆっくりと口の中をリンスしてから、水を吐き出
します。
5. 水圧をお好みの強さに変更してから、歯間や歯ぐきに水を当てます。

体

①常に清潔を保つよう、こまめにお手入れをしてください。

※40℃以上のお湯、シンナー、ベンジン。アルコールは使わないでください。

おすすめの使い方

本

③ハンドルを軽く水洗いしてください。

中

ウェイブ
③歯磨きをします。
「−（弱）」
「=（中）」
「 （強）」の動作時間は約２分で、
30 秒ごとに一時停止します。上下左右の歯を４ブロックに分けて
磨いてください。「Ｗ（ウェイブモード）」の動作時間は約１分で、 １
30 秒で一時停止します。重点的に磨きたい部位でお使いください。

※自動停止前に歯磨きを止めるときは、ブラシに付いた水分や歯磨き粉などの飛
散を防ぐため、口の中に歯ブラシを入れたままスイッチを押して「OFF」にし
てください。

電動歯ブラシ

②ハンドルから歯ブラシを取り外して、水洗いしてください。

④自動停止したら、歯ブラシを口から出します。

㉓水が出なくなったら、再び「JET」スイッチを押して、動作を
停止します。

※しばらく使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

歯磨き
①口の中に歯ブラシを入れ、スイッチを押して「ON」にします。

⑳本体を手で押さえながらタンクを取り外し、残った水を捨てて
ください。

㉔ジェットノズルからノズルを外し、水洗いしてから、やわらか
い布などで水気を拭ってください。

お手入れの仕方

電 動 歯 ブ ラ シ の 使 い方

正しく充電されていない

充電台に正しく置いて、充電表示が「緑色」に
点灯してから使用してください

バッテリーの寿命

お買い上げの販売店にご相談ください

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

30秒ごとに
「区切り機能」
が働いている

異常ではありません

ご使用の前に本説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
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