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より優れたブラッシング体験*¹を
実現

ブラシヘッド認識機能

4 つのモード、3 段階の強さ設定

過圧防止センサー機能
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その歯の輝き、まるでダイヤモンド
歯垢除去力とステイン除去を兼ね備えたモデル

優れた歯垢除去力*¹とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン9000　*¹弊社製品ライン
ナップでの比較

スタイリッシュで使いやすいデザイン

長寿命のバッテリー

ダイヤモンドクリーンを使用したユーザーがお口の健康推進を実感

プレミアムオールインワンブラシヘッド

ニーズに合わせてダイヤモンドクリーン 9000 を活用

4 つのモード、3 段階の強さ設定

過圧防止センサー機能

ブラシヘッド認識機能

ブラシヘッド交換お知らせ機能

一人ひとりに合った進捗レポートで歯磨き習慣を記録

プログレスレポート
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特長

プレミアムオールインワンブラシヘッド

プレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれ

いな仕上がりを実現します。角度のついたアング

ル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大 20

倍の歯垢を除去できます*²。先端はトライアング
ルカットで、２日間で最大 2 倍のステイン（着色

汚れ）を除去できます*³。そして長めの毛先は歯
と歯ぐきの境い目を洗浄し、2週間で歯ぐきの健

康を推進します*⁴。ブラシヘッドの効果は 3 ヶ月

ほどで低下していきますが、ブラシヘッド認識機

能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッ

シング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把

握して交換時期のタイミングを教えてくれます。

*²手磨きと比べ/フィリップス調べ　*³プラスチッ
ク板に人工ステインを塗り、プレミアムオールイ

ンワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシ

ングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き

粉を使用／当社調べ／実際の口内では異なる場合

があります　*⁴クリーンモード使用時／手磨きと
比べ／フィリップス調べ　／画像はイメージです

プログレスレポート

内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節

を指示したり、ソニッケアーアプリに接続し、プ

ログレスレポートで歯磨き習慣を記録するなど、

歯科検診の合間のお口の健康維持をサポートしま

す。

4 つのモード、3 段階の強さ設定

ダイヤモンドクリーン 9000 には、クリーン（基

本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ス

テインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢

を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープ

クリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり

除去）のモードが搭載されており、さまざまなブ

ラッシングのニーズに対応します。ブラッシング

の強さ設定も弱、中、強の 3 段階からお選びいた

だけます。

過圧防止センサー機能

歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎると

お知らせする機能です。ハンドルの振動が変化し

たら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆる

めてブラッシングしてください。／画像はイメー

ジです

ブラシヘッド認識機能

ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイク

ロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドを

ハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さ

レベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変

更可能）

ブラシヘッド交換お知らせ機能

ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラ

シ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部

にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換

のタイミングをお知らせします。

長寿命のバッテリー

ダイヤモンドクリーン 9000 は、一度の満充電で

約 2 週間使用できます。(2 分間のブラッシング 1

日 2 回 を基準とした場合)
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仕様

デザインと仕上げ

色: ホワイト

コネクティビティー

Bluetooth®*: Philips Sonicare アプリに接続

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使

用可能）

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 14 日間*****

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

サービス

本体保証: 2年間保証

互換性

Android**: Android4.4.2以上 （Bluetooth4.0以

降搭載機種） *iPad Pro等一部の機種では正常に

動作しない場合があります。, Bluetooth 4.0 以降

搭載機種

iOS***: iPad 第三世代以降, iPhone 4S 以降, iOS

7.0 以降

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプでバッテリー残量を表示

ディスプレイ: 照明付きディスプレイ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブ

ラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

ブラシヘッド自動認識: ○ *RFID内蔵ブラシヘッ

ドを使用した場合

交換お知らせ機能: ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを

使用した場合, リマインダーアイコンが点灯しま

す

内容・付属品

ブラシヘッド: プレミアムオールインワン 1 本, G3

プレミアムガムケア 1 本

トラベルケース: USB 充電トラベルケース

ハンドル: ダイヤモンドクリーン 9000 1 本

充電器用グラス: 1

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク／分

健康上の利点: 歯垢を除去

性能: 歯垢を除去

タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

過圧に関するフィードバック: ハンドルの振動が

変化してお知らせ

仕上げ磨き: 〇

モード

３段階の強さ設定: 弱, 中, 強

クリーン: 歯をキレイに

ディープクリーンプラス: 歯をやさしくケアしな

がら歯垢を掻き出す

ガムヘルス: 歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺

激を

ホワイトプラス: ステインを落とし磨き上げる

ブラシヘッド認識機能

プレミアムクリーン: クリーンモードを自動選択

G3 プレミアムガムケアブラシヘッド: ガムヘルス

モードを自動選択

プレミアムホワイトブラシヘッド: ホワイトプラ

スモードを自動選択

スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知

らせ

位置センサー: ブラシヘッドの位置を追跡して改

善

摩擦センサー: 摩擦を減らすように指導

3D 口腔マップ: 問題の箇所をハイライト

仕上げ磨き: 磨き残しに対処

* *⁵ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、

Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

* *⁶ AndroidはGoogle Inc.の商標です。

* *⁷ Apple、Appleロゴ、iPadおよびiPhoneは、アメリカお

よびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。

* *** Gum Health モードを使用した場合と手磨きの場合の比

較（2 週間）

* **** スタンダードモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2

回
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