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Philips One電動歯ブラシ保証書

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するも
のです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、フィリップス
サポートセンターにお問い合わせください。
お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は、株式会社フィリップス・
ジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている 
「プライバシーに関する通知」に基づき適切に管理いたします。

品 名 Philips One電動歯ブラシ

品 番 HY1100/01, HY1100/02, HY1100/03, HY1100/04, 
HY1100/31, HY1100/32, HY1100/33, HY1100/34

保 証 期 間 お買い上げ日より 1 年

対 象 部 分 ハンドル（ブラシヘッド、トラベルケース、単4乾電池は除く）

お買い上げ日 　　　　　　年　　　　月　　　　日

お 客 様

ご住所 〒

ご芳名

電話番号

★ 販 売 店

販売店名・住所・電話番号

★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
★  ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を
明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客
様にお渡しください。
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　Philips One電動歯ブラシをお買い上げいただき、まことに 
ありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前に
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
　また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる
ところに必ず保管してください。
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 この印刷物は再生紙を使用しております。

受付時間：9：00～18：00（年末年始除く）

フィリップスサポートセンター

0120（944）859

Webからの
お問い合わせ

製品の使用方法や修理に関するお問い合わせ★

フィリップスでは、製品をより
快適にご使用いただくために 
製品登録をおすすめしており 
ます。MyPhilipsでは製品の保
証書や購入証明書の写真も 
保管でき、万が一購入証明書を
紛失された場合にも安心です。

http://www.philips.co.jp/myphilips-aboutURL

MyPhilips登録のご案内

1. 本製品はパーソナルケア用であり、歯科医院や医療機関において複数
の患者に使用するためのものではありません。

2. 本製品の使用、保管は室温０℃～40℃の環境下で行ってください。ま
た本製品を火気に近づけたり、直射日光に当たる場所や高温になる場
所に放置しないでください。

3. 毛がひろがったり毛先がつぶれたブラシヘッドは使わないようにしてください。破損した毛がブラッシング中に取れてしまうことがあ
ります。このようなことを防ぐため、また、最適な歯垢の除去と機能
を維持するために、ブラシが目に見えて傷んでいない場合でも約3カ
月ごとに交換してください。

4. 過去2カ月間を目安に口腔内の治療や歯ぐきの手術を受けられた場合
は、本製品をご使用になる前に、あらかじめ歯科医師にご相談ください。

5. 本製品をご使用の結果、万一激しい出血があった場合や、本製品を使い始めて1週間経過後も出血が認められる場合には、ご使用を中止し、
歯科医師にご相談ください。

6. 健康面で不安なことがある場合はご使用の前にかかりつけの医師にご相談ください。

7. 炭酸ナトリウム（ホワイトニング用歯磨き粉の一般的成分）を含む歯磨き粉をお使いの場合は使用ごとにブラシヘッドを本体から外し、
よく水洗いしてください。プラスチック部のひび割れが生じる危険
性があります。

8. ブラシヘッドが変形する可能性があるため、精油やココナッツオイルを含む歯磨き粉などの製品との併用はお控えください。

9. ボタンを押すときは、指の腹でボタンの中心部を押してください。 爪で押すと故障の原因となります。

10.本製品は防水加工をしておりますが、水や液体の中に浸さないでください。

故障かな？と思ったら、お調べください。

Philips Oneには電動歯ブラシを外出先にも持ち運べるトラベ
ルケースが付属しています。

1 ケースには歯ブラシの毛先が下を向くよう
に収納し、しっかりと閉めてください。

2 取り出すときは、ケースを開け、ハンドル
の下の部分を押してください。

本製品は、付属のトラベルケースに収納して安全で乾いた場所に
保管してください。

※ 室温0℃～40℃の環境で保管してください。
※ 長期間ご使用にならない場合は、本製品から乾電池を取り外し
てください。

● ご使用済みの製品の廃棄に際しては、各自治体の処理方法に
従い、処理してください。

● 本製品には乾電池が付属しています。乾電池は通常の家庭ゴミ
と一緒に廃棄しないでください。

以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、
フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

歯ブラシが動作しません。
▶電池が空です。
※ 新しい1.5V単4形アルカリ乾電池に交換してください。「乾電池の入れ 
かた」を参照してください。

Philips One 電池式歯ブラシの振動が以前よりも弱く 
なっています。

▶電池が消耗しています。
※ 新しい1.5V単4形アルカリ乾電池に交換してください。「乾電池の入れ 
かた」を参照してください。

ブラシヘッドをハンドルに取り付けると、ブラシヘッドと 
ハンドルの間にすき間ができてしまいます。

▶ これは故障ではありません。このわずかな隙間があることで、歯を 
磨くために必要な振動を伝えるための動作をすることができます。

※この写真の製品はHY1100/03、HY1100/33です。

HY1100/01, HY1100/02, 
HY1100/03, HY1100/04, 
HY1100/31, HY1100/32, 
HY1100/33, HY1100/34

品
番

ブラシヘッド

スマートタイマー機能（ブラッシング自動停止機能） 

カドペーサー機能 （時間の区切りをビープ音でお知らせする機能） 

ブラシヘッドとトラベルケース

電池の状態

ブラシヘッドの取り付け／取り外し

基本的な使いかた

モデル番号の確認方法

最良のブラッシング効果を得るため、ブラシヘッドは3カ月ごとに
交換してください。Philips Oneには、Philips One専用のブラ
シヘッド以外はご使用いただけません。

ハンドルからブラシヘッドを取り外します。ハンドル上部の金属
シャフト付近にあるモデル番号をご確認ください。

● 本製品の分解や改造、修理をしないでください。火災、感電、
けがの原因となります。修理はフィリップスサポートセン
ターにお問い合わせください。

● 本製品は歯、歯ぐきおよび舌の洗浄のために設計されていま
す。本取扱説明書に記載されている以外の目的では使用しな
いでください。本製品を適切に使用できない場合は、すみや
かにご使用を中止してください。また、痛みや不快感が生じ
た場合はすみやかに医師にご相談ください。
● 使用して気分が悪くなった場合は使用を中止してください。
事故や体調不良の原因になります。

● 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのま
ま、使用するとけがに至るおそれがあります。

● 本製品が破損または故障した場合は使用しないでください。
けがの原因になります。交換の際には必ずフィリップス社
製の同型部品とお取替えください。

● 乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。ま
た子どもが本製品で遊ぶことがないように監視してください。

● 補助を必要とする人（子ども含む）に使用させないでください。
またお体の不自由な人だけでは使用しないでください。口腔
の感覚が弱い方なども使用しないでください。事故やけがの
原因になります。

● 健康面で不安のある方や、ペースメーカー等の体内埋込型医
療機器、家庭用医用電気機器を使用している場合は、使用前
に医師又は機器メーカーに確認してください。
● ご使用の前に、ブラシヘッドに異常がないことを確認してく
ださい。

● お子様がご使用の際には、保護者の監督のもとに行ってくだ
さい。

● ブラシヘッドのプラスチック部分を歯にあてないでください。
歯や歯ぐきを傷つける原因になります。

● 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でください。けがの原
因になります。
● ブラシヘッドは家族や他人と共用しないでください。感染や
炎症の原因になります。

● 本製品は、食器洗浄器で洗浄したり、電子レンジで乾燥させ
たりしないでください。

● お手入れの際に、アルコール、酢、漂白剤などを使用しない
でください。変色、変形の原因になります。

● 歯や歯ぐきにブラシヘッドを強くあてたり、1カ所に長くあ
てすぎたりしないでください。歯や歯ぐきを傷つけること
があります。歯周病がひどい人などは歯科医師にご相談く
ださい。
● 乾電池に表示してある注意内容は必ずお守りください。

• 乾電池は＋端子と－端子の向きを確かめ、正しく入れて
ください。

• 充電式でない電池を充電しないでください。
• 破損したり液漏れした場合は、液が肌や目につかないよ
うにご注意ください。付着した場合はすみやかに水で洗
い流して医師に相談してください。

• 電池を扱う際は手や本製品、電池が濡れていないことを
確認してください。

• 長期間使用しないときは、乾電池を本体から取り出して
保管してください。

• 使用推奨期限内の乾電池を使用してください。
• 乾電池を火の中に投入したり、ショートさせたり分解し
たりしないでください。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。

• 消耗した乾電池を本製品に入れたままにしないでくだ
さい。また、ご使用済みの乾電池は、各自治体の指示に
従って処理してください。

　警　　告

安全上のご注意

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が 
想定される内容。

●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必
ず守ってください。

●誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」と
に区分けしています。

○絵表示について

○絵表示の例

    記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに
具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示します。

   記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近く
に具体的な強制内容（左図の場合は電源プラグをコンセントか
ら抜くこと）を示します。

記号は、「警告、注意」を示します。
図の中や近くに具体的な注意内容を示します。

必ずお守り下さい1

　注　　意

故障かな？と思ったら13

お手入れのしかた7

便利な機能6

上手な磨きかた5

製品を廃棄するとき12

交換について11

保管のしかた10

トラベルケース9

乾電池の入れかた8

注意

乾電池の液漏れによる故障を防ぐために、次のことをお守りください。
・ 本製品を直射日光の当たる場所に放置しないでください。
・ 本製品の使用、保管は室温0℃～40℃の環境下で行ってください。
・ 長期間ご使用にならない場合は、本製品から乾電池を取り外してく
ださい。
・ 消耗した乾電池を本製品に入れたままにしないでください。また、
ご使用済みの乾電池は、各自治体の指示に従って処理してください。
・ 破損したり液漏れした場合は、液が肌や目につかないようにご注意
ください。付着した場合はすみやかに水で洗い流して医師に相談し
てください。

注意
● 本製品はすべて食器洗浄器や乾燥機、電子レンジで洗浄・乾燥し
ないでください。
● ハンドルや充電器は、絶対に液体の中に入れないでください。
● お手入れの際に、アルコール、酢、漂白剤などを使用すると変色、
変形の原因になります。絶対に使用しないでください。

単4形アルカリ乾電池以外は使用しないでください。
充電式電池では正常に動作しない場合があります。

本製品は単4形アルカリ乾電池により動作します。1日2回、2分間
歯みがきをした場合、単4形乾電池1本で3カ月使用できますが、使
用状況によっては3カ月経つ前に電池切れになる場合があります。
※ 付属されている乾電池は動作確認用ですので動作時間が3カ月
より短い場合があります。
※ 電池を挿入する際は、本製品や手が濡れていないことを確認し
てください。

1 ハンドルの底にある溝に硬貨などを差し
込んで、反時計回りに回し、ボトムキャッ
プの●マークをハンドル本体の〇マークに
合わせて、ボトムキャップを外し、本体を
優しくゆすって電池を取り出してください。

2 電池ホルダーに新しい単4形アルカリ乾電
池をセットします。電池の+端子と-端子
の向きを確かめ、正しく挿入してください。

3 ボトムキャップの●マークとハンドル本体
の〇マークを合わせて、ボトムキャップを装
着し、ボトムキャップの●マークとハンドル
本体の●マークが合うように、時計回りに回
してしっかり固定してください。

※ ハンドルとボトムキャップの印が揃ってい
ないと、歯ブラシが動作しない可能性があ
ります。

本製品は乾電池式です。ご使用前に本体に乾電池がセットされて
いるか確認してください。

1

2

2

1

1 ご使用のたびにブラシヘッドの毛先を水で洗い流してくだ
さい。

2 ハンドルからブラシヘッドをまっすぐ引き抜いて外し、接
合部を少なくとも1週間に1回ぬるま湯で洗い流してください。
トラベルケースを1週間に1回ぬるま湯で洗い流し、湿らせた
布で拭いてください。

2 ハンドル表面を湿らせた布で全体的にむら 
なく拭いてください。
※ハンドルを洗面台などに打ちつけて水を切らないでください。

2 ブラシヘッドを数秒間、水で 
ゆすいで濡らします。お好みに
より、歯磨き粉を付けます。

1 ブラシヘッドを外して金属シャフト部を
ぬるま湯で洗い流します。残っている歯み
がき粉を完全に洗い流してください。

1 ブラシヘッドをハンドルに取り付けます。

3 ブラシヘッドを歯と歯ぐきのさかい目に角
度（45度）をつけて、隙間が空かないように
あてます。電源ボタンを押します。

※ ブラシの中央部が常に歯にあたるように
してブラッシングしてください。

4 歯にブラシヘッドを軽くあてて、手磨きと
同じようにゴシゴシと手を動かしてブラッ
シングしてください。

※ 効果的なブラッシングをするために、こ
の要領で口腔内全体をブラッシングして
ください。
※ ブラシ毛が広がることがあります。ブラ
シヘッドで歯を強く磨かないでください。

5 歯の裏側をブラッシングするときは、ハン
ドルを立てるようにしてブラシをたてにあ
て、垂直方向に何度かブラッシングします。

6 ブラッシング後は、水で口をゆすぎます。

本製品は、歯から歯垢や食べかすを除去して虫歯を予防し、お口の
健康を維持することを目的としています。Philips One電動歯ブ
ラシは、一般家庭での使用を想定しています。お子様がご使用の際
には、保護者の監督のもとに行ってください。
本製品を初めてお使いいただく場合は、手用歯ブラシよりも少し
くすぐったい感じや、チクチクした感じを受けることがあります。
Philips Oneは、微振動を使用して優しく歯の汚れを落とします。
性能を最大限引き出すために、先述の「上手な磨きかた」に従って
ください。
Philips Oneには、口腔内を均等にくまなくブラッシングできる、
スマートタイマー機能とカドペーサー機能が搭載されています。

スマートタイマー機能は、2分間のブラッシング時間が経過する
と自動的に停止する機能です。

※ 米国の歯科専門家は1日2回各2分間以上のブラッシング時間を
推奨しています。

カドペーサー機能とは、ブラッシングの区切りをビープ音（「ビー」
という音）とブラシの振動の一時停止でお知らせする機能です。
口腔内を均等にくまなくブラッシングすることができます。一定
の間隔で短いビープ音が鳴り、ブラシの振動が一瞬止まります。
口腔内を一定の間隔でブラッシングすることができます。

①上あご右側表裏
③下あご右側表裏

②上あご左側表裏
④下あご左側表裏

①上あご表側（頬側）
③下あご表側（頬側）

②上あご裏側（舌側）
④下あご裏側（舌側）

3

1 2

4

【磨きかた参考例】1

1

3
1 2
4

・ 歯磨き粉をお使いになる場合は、歯磨き粉が周囲に飛び散ることを防ぐためブラ
シヘッドを口腔内に入れてから電源を入れてください。

・ 本製品の性能を最大限引き出すために、ブラシヘッドを歯に軽くあててブラッシン
グしてください。

・ カドペーサー機能により口腔内を均等にくまなくブラッシングできます。「カドペー
サー機能」を参照してください。

・ 本製品を初めてお使いになる場合、人によっては、少しくすぐったく感じることや
振動が強く感じられることがありますが、お使いいただくにつれて慣れていきます。

奥歯の奥 かみ合わせ 前歯の裏側

ブ ラ シ を 斜 め 
（45度）にあてて 
ください。

ブラシを少し立て
るようにあててく
ださい。

かみ合わせ面に 
対して垂直にあて
てください。

ブラシをたてに 
あててください。

歯の表側 奥歯の裏側

ブラシを歯の表面に斜め（45度）にあてて
ください。

ブラシを歯の表面に斜め（45度）にあてて
ください。

45°

45°

45°

45°

45°

45°

歯と歯ぐきの境目

効果的に歯を磨くために、以下のポイントにご注意ください。

このような場合
● 歯列矯正装置をつけている方 
歯と歯列矯正装置の間に、ブラシの毛先を斜め（45度）にあてるようにして磨きます。 
歯と矯正装置の間にブラシの毛先を無理に押し込まないでください。
● 治療後の歯科補綴物 
詰め物、クラウン、インプラント等の歯科補綴物にもご使用いただけますが、何
か異常を感じた場合は、歯科医師にご相談ください。

最良のブラッシング効果を得るため、ブラシは約3カ月ごとに
交換してください。

■ ブラシヘッド交換のタイミング

効果的なブラッシング方法

使用上のご注意

ご購入いただいた商品の品番をご確認ください。

ハンドル 1本
Philips One専用ブラシヘッド 1本（ハンドル装着）

トラベルケース 1個
単4形アルカリ乾電池 1個（ハンドル内）

単4型アルカリ乾電池（予備）
※HY1100/31, HY1100/32,  

HY1100/33, HY1100/34のみ
1個

単4形乾電池

ブラシヘッド

トラベルケースふた

ハンドル

電源ボタン

トラベルケース

ボトムキャップ
（溝付き、 
取り外し可能）

商品のご確認2

各部の名称3

ブラシヘッドの使いかた4

下の表を参考に、製品および付属品が揃っていることをご確認く
ださい。

※ ご使用の前に、ブラシヘッドに異常がないことを確認してく
ださい。

本製品には電池表示ランプがありません。電池残量が少なくなる
と、振動の力が弱く感じられる場合があります。これは故障では
ありません。微振動でも歯垢除去効果は得られますが、電池を交
換することで振動の力を強くすることができます（「乾電池の入
れかた」参照）。

［取り付けかた］
毛先がハンドルの正面を向くようにブラシヘッド
の向きを揃えてください。ブラシヘッドが止まる
まで、金属シャフトにヘッドをしっかり差し込ん
で固定してください。

※ 工場出荷時はブラシヘッドが取り付けられた状態
です。

※ 通常、ブラシヘッドとハンドルの間にはわずか
に隙間があります。

［取り外しかた］
ハンドルをしっかり握って固定し、ブラシヘッド
を真上に引き抜いて取り外します。

●  Philips Oneを初めてお使いいただくと、少しくすぐった
く感じることや振動が強く感じられることがありますが、
お使いいただくにつれて慣れていきます。

● １日2回のブラッシングをお勧めします。



Important safety information
Read this important information carefully before you 
use the appliance and save it for future reference.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

Important safety information
Only use the product for its intended purpose. Read 
this important information carefully before you use 
the product and its batteries and accessories, and 
save it for future reference. Misuse can lead to 
hazards or serious injuries.

Warnings
 - This appliance can be used by children and 

persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance in 
a safe way and understand the hazards 
involved. Cleaning and user maintenance shall 
not be made by children without supervision.

 - Children shall not play with the appliance.
 - Only use original Philips accessories or 

consumables.
 - This appliance contains no user-serviceable 

parts. If the appliance is damaged, stop using it 
and contact the Consumer Care Center in your 
country (see ‚Warranty and support‘).

 - Do not clean any part of the product in the 
dishwasher.

 - Never immerse the appliance in water. Do not 
use the appliance in the bath or shower.

 - This appliance has only been designed for 
cleaning teeth, gums and tongue. 

 - Stop using the appliance and consult your 
dentist/doctor if excessive bleeding occurs after 
use, if bleeding continues to occur after 1 week 
of use or if you experience discomfort or pain.

 - If you have had oral or gum surgery in the 
previous 2 months, consult your dentist before 
you use this appliance.

 - If you have a pacemaker or other implanted 
device, contact your doctor or the manufacturer 
of the implanted device prior to use.

 - If you have medical concerns, consult your 
doctor before you use this appliance.

 - This appliance is a personal care device and is 
not intended for use on multiple patients in a 
dental practice or institution.

 - Stop using a brush head with crushed or bent 
bristles. Replace the brush head every 3 months 
or sooner if signs of wear appear.

 - If your toothpaste contains peroxide, baking 
soda or bicarbonate (common in whitening 
toothpastes), thoroughly clean the brush head 
with soap and water after each use. This 
prevents possible cracking of the plastic.

 - Avoid direct contact with products that contain 
essential oils or coconut oil. Contact may result 
in bristles dislodging.

 - Only operate this product on disposable 1.5 V 
AAA alkaline batteries.

 - Do not recharge non-rechargeable batteries.
 - Use and store the product at a temperature 

between 0 °C and 40 °C.
 - Keep product and batteries away from fire and 

do not expose them to direct sunlight or high 
temperatures.

 - If the product becomes abnormally hot or 
smelly, changes color or if charging takes longer 
than usual, stop using and charging the product 
and contact Philips.

 - Do not place products and their batteries in 
microwave ovens or on induction cookers.

 - Do not modify, pierce, damage or dismantle the 
product or battery to prevent batteries from 
heating up or releasing toxic or hazardous 
substances. Do not short-circuit, overcharge or 
reverse charge batteries.

 - If batteries are damaged or leaking, avoid 
contact with the skin or eyes. If this occurs, 
immediately rinse well with water and seek 
medical care.

 - When you handle batteries, make sure that your 
hands, the product and the batteries are dry.

 - Insert batteries with the + and - poles pointing 
in the direction indicated in the battery 
compartment or holder.

 - Remove batteries from the product if you are 
not going to use it for some time.

 - To avoid accidental short-circuiting of batteries 
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ENGLISH
after removal, do not let battery terminals come 
into contact with metal objects (e.g. coins, 
hairpins, rings). Do not wrap batteries in 
aluminum foil. Tape battery terminals or put 
batteries in a plastic bag before you discard 
them.

 - Do not leave empty disposable batteries inside 
the product.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable 
standards and regulations regarding exposure to 
electromagnetic fields.

Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to 
Philips! To fully benefit from the support that Philips 
offers, register your product at www.philips.com/
welcome. 

Intended use
Philips One power toothbrushes are intended to 
remove adherent plaque and food debris from the 
teeth to reduce tooth decay and improve and 
maintain oral health. Philips One power toothbrushes 
are intended for consumer home use. Use by children 
should be with adult supervision. 

Your Philips One (Fig. 1)
1 Travel case door
2 Travel case
3 Brush head
4 Handle
5 Power button
6 Removable end cap with coin slot
7 Replaceable AAA-battery

Getting started
Attaching the brush head
1 Align the brush head so the bristles point in the 

same direction as the front of the handle. Press 
the brush head down onto the metal shaft (Fig. 3).

Note: It is normal to see a slight gap between the 
brush head and the handle (Fig. 4). This allows the 
brush head to vibrate properly.

Battery replacement
Your power toothbrush is powered by a replaceable 
AAA-battery. A single AAA battery should provide 
enough power for two 2-minute brushing sessions 
every day for 3 months. If used more often, the 
battery will drain before 3 months.

Note: Make sure your hands and the product are dry 
when you insert the battery.

1 Insert a coin into the coin slot at the bottom of 
the handle and turn counterclockwise (Fig. 5). 
Gently shake the battery out of the handle. 

2 Insert a fresh AAA battery into the battery 
compartment 
 (Fig. 6). Make sure the + and - poles of the 
battery point in the right direction. 

3 Place the removable end cap back on the handle 
and use a coin to turn clockwise until it is secure 
and the lock indicator markings on the handle 
and end cap line up (Fig. 7).

Note: If the indication on the handle and end cap 
do not line up, it may result in your toothbrush 
not working

Travel case
Your Philips One comes with a travel case to store 
your power toothbrush when traveling.
1 Place your Philips One toothbrush with the 

bristles facing downwards in the travel case and 
snap closed.

2 To remove, open and press down on the bottom 
of the handle (Fig. 8). 

Using your Philips One 
toothbrush
If you are using this toothbrush for the first time, it is 
normal to feel more vibration than when using a 
manual toothbrush. The Philips One uses 
microvibrations to help gently clean your teeth. 
Please follow the brushing instructions below for 
the best experience.
Philips One comes with a SmarTimer and 
QuadPacer to help you brush evenly throughout 
your mouth.

SmarTimer 
The SmarTimer indicates that your 2-minute brushing 
cycle is complete by automatically turning off the 
toothbrush at the end of 2 minutes.

Note: Dental professionals recommend brushing no 
less than 2 minutes twice a day.

QuadPacer 
The QuadPacer is an interval timer that beeps 
every 30 seconds to remind you to brush all teeth 
evenly by dividing your mouth into 4 sections (Fig. 
9). 
Begin brushing in section 1 (outside upper teeth) 
and brush for 30 seconds before you move to 
section 2 (inside upper teeth). Continue brushing in 
section 3 (outside lower teeth) and brush for 30 
seconds before you move to section 4 (inside 
lower teeth).

Note: If you press the power button after you started 
the brushing cycle, the toothbrush will pause. After 
a pause of 30 seconds, the SmarTimer and 
QuadPacer resets.

Brushing instructions
Please follow the brushing instructions for the best 
experience.
1 Wet the bristles and apply a small amount of 

toothpaste.
2 Place the toothbrush bristles against the teeth at 

a slight angle (45 degrees) (Fig. 10), pressing 
gently to make the bristles reach the gumline or 
slightly beneath the gumline. 

3 Press the power button to turn brush on.
4 Brush your teeth with back and forth strokes so 

that the bristles reach all surfaces of the teeth. 
Change to another section when the QuadPacer 
beeps. Continue this motion throughout the 
2-minute brushing cycle.

Note: The bristles should slightly flare.

5 To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt 
the brush vertically and make several 
up-and-down strokes (Fig. 11). 

6 After you have completed the brushing cycle, you 
can spend additional time brushing the chewing 
surfaces of your teeth and areas where staining 
occurs (Fig. 12). You can also brush your tongue, 
with the toothbrush turned on or off, as you 
prefer. 

Your power toothbrush should be safe to use on 
braces (brush heads wear out sooner when used on 
braces) and dental restorations (fillings, crowns, 
veneers) if they are properly adhered and not 
compromised. If a problem occurs, please follow up 
with a dental professional.

Battery status
This product does not come with a battery status 
indicator. As the battery gets weaker, you may 
experience a drop in vibration power. This is normal. 
While the microvibrations are still effective, you can 
increase the power by replacing your battery (see 
‚Battery replacement‘).

Cleaning
You should clean your toothbrush and accessories 
regularly to remove toothpaste and other residue. 
Failure to clean your product may result in an 
unhygienic product and damage to it may occur.

Warning: Do not clean product or accessories in 
dishwasher, microwave, with chemicals or with 
boiling hot water.

Toothbrush handle
1 Remove the brush head and rinse the metal 

shaft area with warm water (Fig. 13). Make sure 
you remove any residual toothpaste.

2 Wipe the entire surface of the handle with a 
damp cloth.

Note: Do not tap the handle on the sink to remove 
excess water.

Brush head and travel case
1 Rinse the brush head and bristles after each use.
2 Remove the brush head from the handle and 

rinse the brush head connection with warm 
water at least once a week. Rinse the travel case 
weekly with warm water and wipe clean with a 
damp cloth.

Storage
If you are not going to use the product for a long time, 
clean it (see ‚Cleaning‘) and store it in a cool and dry 
place away from direct sunlight.

Warning: If product will not be used on a regular 
basis, remove the battery to prevent possible 
damage due to chemical leakage. If battery does 
leak, remove it carefully. Do not allow bare skin to 
touch leaking fluid.

Replacement
Brush head
Replace the brush heads every 3 months to achieve 
optimal results. Only Philips One brush heads are 
compatible with Philips One.

Locating the model number
Remove brush head from handle. Look at the top of 
the handle near the metal shaft for the model 
number (HY110X).

Troubleshooting
This chapter summarizes the most common 
problems you could encounter with the appliance. If 
you are unable to solve the problem with the 
information below, visit www.philips.com/support 
for a list of frequently asked questions or contact 
the Consumer Care Center in your country.

Problem Possible  
cause

Solution

I cannot fully 
attach the 
brush head. 
There is a gap 
between the 
brush head 
and handle

This is normal. A 
small gap is 
necessary to allow 
movement in order 
to deliver the 
vibrations needed 
to clean your teeth

My Philips 
One battery 
toothbrush 
vibration is 
less powerful 
than before

The battery 
is running 
low

Replace the 1.5V 
Alkaline AAA 
battery with a new 
one. See section 
‘Battery 
replacement’

The 
toothbrush 
stops working

The battery 
is empty

Replace the 1.5V 
Alkaline AAA 
battery with a new 
one. See section 
‘Battery 
replacement’

Warranty and support
If you need information or support, please visit www.
philips.com/support or read the international 
warranty leaflet.

Warranty restrictions
The terms of the international warranty do not cover 
the following:
 - Brush heads.
 - Damage caused by use of unauthorized 

replacement parts.
 - Damage caused by misuse, abuse, neglect, 

alterations or unauthorized repair.
 - Normal wear and tear, including chips, scratches, 

abrasions, discoloration or fading.

Recycling
 - Do not throw away the product with the normal 

household waste at the end of its life, but hand 
it in at an official collection point for recycling. By 
doing this, you help to preserve the 
environment.

 - Follow your country’s rules for the separate 
collection of electrical and electronic products 
and rechargeable batteries. Correct disposal 
helps prevent negative consequences for the 
environment and human health.

 - To remove the battery, follow the instructions in 
the battery replacement chapter.

無料修理規定16

仕様15

〈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正常な使用
状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。 

2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィ
リップスサポートセンターにお問い合わせください。

3. ご贈答品の修理に関するご相談は、フィリップスサポートセン
ターにお問い合わせください。

4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
① 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。
② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電
圧による故障及び損傷。

④ 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された
場合の故障及び損傷。

⑤ 保証書の提示がない場合。
⑥ 保証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、或は字句を書き換えられた場合。

※ 保証書は、本書に明示した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。

 保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップス
サポートセンターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳
しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧く
ださい。

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は保証期
間内のサービス活動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。ご了承ください。また個人
情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ 
http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「プライバ
シーに関する通知」に基づき適切に管理いたします。

お買い上げ
店名お買い上げ日 年　   月　   日

TEL.　  　（　　 　）

便 利 メ モ

品 　 番  
ハンドル
品 番  
（カラー）

HY1100/01
HY110C 
（サンゴ）

HY1100/02
HY110Y 

（マンゴー）

HY1100/03
HY110T 
（ミント）

HY1100/04
HY110M 

（ミッドナイトブルー）
HY1100/31

HY110C 
（サンゴ）

HY1100/32
HY110Y 

（マンゴー）

HY1100/33
HY110T 
（ミント）

HY1100/34
HY110M 

（ミッドナイトブルー）
本体寸法  
(高さx幅x奥行 ) 202x16.5x21mm（ブラシヘッド装着時）

本体質量 約27g（ブラシヘッド装着時、乾電池含まない）

電源方式 乾電池式（単４形アルカリ乾電池1本使用）

使用時間 通常使用で約3カ月間（目安として2分間のブラッシングを1日2回）

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

株式会社 フィリップス・ジャパン

●本体にさわると時々電気を感じる。
●こげくさい臭いがする。
●その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を
OFFにし、必ずフィリップスサポートセンターにお問い
合わせください。

ご使用の時、このような症状はありませんか？

仕　　様

保証書と修理サービスについて  
（必ずお読みください）

〈保証書・最終ページに付属〉
● 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店
名」等の記入をお確かめのうえ、販売店
から受け取っていただき内容をよくお
読みのあと大切に保管してください。

【補修用性能部品の保有期間】
● 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
● 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。
【ご不明な点や修理に関するご相談は】
● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、フィリップスサポートセン
ターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】
● 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度
点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、フィリップスサ
ポートセンターにお問い合わせください。

【保証期間中は】
● 製品と保証書をご用意いただき、フィリップスサポートセンターにお問
い合わせください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】
● 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期
間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。
● 部品の在庫がなくなった場合には、保有期間内でも修理できないことが
あります。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】
● 本製品の保証は海外においても有効です（同シリーズ製品の取り扱いが
ある国に限ります）。
● 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保
証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場
合多少日数を要することもあります。
● 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサー
ビス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下
記までご連絡ください。
Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 
9200 CA DRACHTENThe Netherlands Fax:+31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】
● お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパン
のホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「プラ
イバシーに関する通知」に基づき適切に管理いたします。

保証
期間 お買い上げ日から 1 年間

対象
部分

ハンドル（ブラシヘッド、
トラベルケース、 
単4乾電池は除く）

保証とアフターサービス14


