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フィリップスの最新¹電動歯ブラシ

SenseIQ（センスIQ）テクノロジ
ー が感知、適応、ケア

プレミアムオールインワンブラシ
ヘッド搭載

最新¹ソニッケアーアプリと連動　
 

HX9992/21

SenseIQ（センスIQ）テクノロジーで一人ひとりに

合わせたオーラルケアを

一人ひとりに合った最高のケアを

SenseIQ（センスIQ）テクノロジーを搭載したソニッケアー 9900プレステージは、

一人ひとり磨き方に合わせて調整できる機能が充実したフィリップス最新¹の電動歯ブ
ラシです。ソニッケアーの音波テクノロジーに加えて、SenseIQ（センスIQ）テクノ

ロジーにより、使用者の磨き方を感知し、最適化し、一人ひとりに合わせたオーラル

ケアを実現します。　¹2021年6月時点。【１年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登

録と製品登録が必要です

SenseIQ を使って、いつでも最高のケアを

ブラッシングが強すぎると、リアルタイムでユーザーに適応

ユーザー一人ひとりに合わせた歯と歯ぐきのケアを提供

強すぎるブラシ圧やハンドルの動かしすぎをリアルタイムフィードバック

SenseIQ（センスIQ）テクノロジーが感知、最適化し、一人ひとりに合わせたオーラルケ

アを提供

あなたの磨き方の癖を感知

妥協のない一人ひとりに合ったブラッシング

プレミアムオールインワンブラシヘッド

フィリップスソニッケアーアプリによる一人ひとりに合ったガイダンス

音波水流



ソニッケアー 9900 プレステージ HX9992/21

特長

SenseIQ テクノロジー

歯を磨いているときに、SenseIQ（センスIQ）テ

クノロジーが、毎秒最大100回の頻度でブラッシ

ング圧力、動き、ブラッシング範囲を検知しま

す。強く押し付けすぎた場合は、強度が調整され

ます。SennseIQテクノロジーにより、自分に合

った強さ設定を選んでいるか迷うこともなくな

り、ケアに手間がかからず、使うほどに上手に磨

けるようサポートします。

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

一人ひとりに合ったガイダンス

フィリップスソニッケアーアプリはハンドルとリ

アルタイムで連動して動作します。アプリが提供

するブラッシング圧力、動き、ブラッシング範

囲、ブラッシング時間、回数に関するリアルタイ

ムのガイダンスを利用して歯を磨けます。日、

週、月、年ごとの上達レポートを表示できます。

一人ひとりに合わせたおすすめと実行可能な手順

を活用して、歯磨きの上達をサポートします。ま

た、歯を磨くときにアプリを側に置いていなくて

も、自動同期機能によってアプリ内の歯磨きデー

タが最新に更新されます。

あなたの磨き方の癖を感知

フィリップスソニッケアー 9900 プレステージ

は、ブラッシング中にセンサーを使用して、毎秒

最大100回の頻度でブラッシング圧力、動き、ブ

ラッシング範囲を検知します。また、センサーは

歯磨きの時間や回数もトラッキングします。

リアルタイムでユーザーに適応

多くの人は、歯を磨くときにブラシを当てる力が

強すぎる傾向があります。9900プレステージ

は、当て方が強すぎるときに、自動的に強度を調

整します。無料のフィリップスソニッケアーアプ

リを使えば、オーダーメイドのガイダンスと一人

ひとりに合わせたアドバイスで、歯磨きの上達を

サポートします。

ユーザーに合わせたオーラルケア

フィリップスソニッケアー 9900 プレステージ

は、使う人を中心に設計されています。SenseIQ

（センスIQ）テクノロジーがユーザーに自動的に

合わせてくれます。楽々と使いこなしながら、効

果的なブラッシングができます。

音波水流

毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をた

たき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮か

せた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動

きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生さ

せ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートを

します。／画像はイメージです

リアルタイムフィードバック

ブラシの当て方が強すぎたり、ハンドルを動かし

すぎていることに気づかないときも、歯ブラシが

検知してくれます。ハンドルの端にあるライトリ

ングは、強すぎる圧力や動かしすぎをゆるめるよ

うに、やさしく注意を促します。



ソニッケアー 9900 プレステージ HX9992/21

仕様

コネクティビティー

Bluetooth®*: Philips Sonicare アプリに接続

電源

電源: AC100-240V（海外電圧対応可能）

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 2 週間以上****

バッテリーの種類: リチウムイオン充電池

デザインと仕上げ

色: シャンパン

サービス

本体保証: 2年間保証

互換性

Android**: Android OS 8.0 以降

iOS***: iOS 13.0 以降の iPhone

使いやすさ

充電表示ランプ: アイコンインジケータが点灯

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: スリムでコンパクトなデザイン, シーム

レスなタッチコントロール

トラベルケース: エレガントでコンパクトな充電

ケース, 人工レザー

ブラシヘッド交換お知らせ機能: アプリやハンド

ルのランプでお知らせし, 効果的にブラッシング

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, 舌

磨きブラシヘッド 1 本

ハンドル: ソニッケアー 9900 プレステージ x 1

プレステージ USB 充電ケース: 1

充電器: 1

USB ケーブル: 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: 紫色のライトリン

グが点灯, ハンドルが振動してお知らせ

擦り付けフィードバック: 橙色のライトリングが

点灯, ハンドルの振動が変わりお知らせ, アプリで

オン／オフを切り替えるオプション

SenseIQ テクノロジー

過圧防止センサー: ブラシヘッドを押し当てる強

さが強すぎるときに警告

摩擦センサー: 摩擦を減らすように指導

位置センサー: ブラッシングセッションごとに, ブ

ラッシング範囲を追跡

3D 口腔マップ: ブラッシングし残した場所をハイ

ライト

力の強さを調節: 一定時間ブラシヘッドを強くあ

てすぎると、自動で強度設定を一段階弱くする,

力の強さを調節

人工知能: ブラッシング履歴を記録し、ブラッシ

ングのコツをお知らせ

ソニッケアーアプリと AI

リアルタイムガイダンス: 一人ひとりにあわせた

オーラルケアの方法とコツをお知らせ, 日／月／

年ごとの進捗レポート

モードのカスタマイズ可能: クリーン, ホワイトプ

ラス, ガムヘルス, ディープクリーン, センシティ

ブ

* 手磨きと比較

* * 6 週間手磨きと比較

* ** ラボテストと手磨きを比較

* *** 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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