
マスク時代に口内環境を整える
新しいオーラルケアデバイス
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充電ポート

トラベルポーチ

口内トレーニング

USB 充電器

はじめに
この度はISSA 2をお買い上げいただき誠にありがとうございます。正しい歯みがき習慣を身につけ、白
い歯で輝く笑顔をあなたのものに。ISSA 2の洗練されたオーラルケア技術をお楽しみいただく前に、本
マニュアルをご一読ください。

使用目的：自宅用歯ブラシ。歯と歯茎を洗浄し、口全体を清潔に保ちます。

ご使用前に本マニュアルをすべてお読みいただき、本マニュアルに記載されている使用目的以外には本
製品をご使用にならないでください。

危険：感電、ショート、発火、製品故障の原因となりますので、本体の分解・改造は絶対に行わないで
ください。本体を分解・改造された場合は保証の対象外となります。

ISSA 2 製品概要
ISSA 2は、革新的なテクノロジーと持続的なパワーを融合させ、これまでにないブラッシング体験を提供
します。医療用シリコーンとPBTポリマーを使用したハイブリッドブラシヘッドとT-Sonic 音波振動のダ
ブルパワーで歯垢を取り除きます。音波振動強度は16段階に調整可能で、歯茎をやさしくトレーニングし
ながら口内環境を整えます。一回のUSB充電で最大365日使用可能な長寿命バッテリーで、1年中いつで
もお口全体を清潔に保つことができます。

ISSA 2について
注意：最初にISSA 2 を開封したときはロックがかかっています。+ボタンと-ボタンを同時に押してロック
を解除してください。ロックが解除されるとランプが点滅し、ロックが解除されたことを示します。

ユーザーマニュアル

インジケータライト

強度調整＋

ON/OFF ボタン

強度調整－

ハイブリッドブラシヘッド

超衛生的なシリコーンボディ
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2. ブラッシング
中央のボタンを押してISSA2をオンに
し、+/-ボタンを使用して強度を好み
の設定に調整します。 広い円を描く
ように動かし、軽い圧力で2分間歯を
磨きます。　ISSA２は30秒ごとにブ
ラッシング部位を変更するようお知
らせします。 

1.ハミガキ剤をつける

3.  すすぐ　中央のボタンを押して、デ
バイスの電源を切ります。 口をすす
ぎ、ISSA 2を流水できれいに洗いま
す。１日２回繰り返すことで、より
爽やかで明るい笑顔を手に入れるこ
とができます。

4.  舌クリーナー（別売）お口の中をさら
に清潔に保つために、ブラシヘッド
を舌クリーナーに付け替え、縦の
ストロークで舌をやさしくこすり洗
いします。 

注意：ISSA 2使用中に違和感を覚えた場合は、すぐに使用を中止し医師に相談してください。ブラシの表面に
血液が付着した場合は、石鹸と水で洗い流してください。

特徴
ON/OFF ボタン:

• １回  押すとオン、もう１回押すとオフになります。
• 使用開始３分後、ISSA 2の電源は自動的にオフとなり、使いすぎを防止します。

強度調整:
•  強度のロックとロック解除は、+ボタンと-ボタンを同時に押しながら行ってください。
•  16段階の強度で快適性を実現：+ボタンと-ボタンで強度を増減できます。
•次回使用時のために、デバイスが好みを記憶します。 

ハイブリッドブラシヘッド - シリコーンとPBTポリマー毛は歯垢に強く、歯茎にやさしい。
超衛生的なシリコーンボディ - 無孔質で細菌の蓄積を防ぎます。
インジケータライト - 歯みがき箇所を切り替えるタイミングと充電するタイミングをお知らせします。
充電ポート - 100％防水で、どこでも使用できるように密閉されています。
USB 充電器 - USBケーブルでいつでもどこでも充電できます。
トラベルポーチ - おしゃれな専用ポーチで、旅行先でもISSA 2を清潔に保つことができます。

ISSA 2 の使い方
歯磨きの習慣は変えずに、歯ブラシだけ変えましょう！

いつも使っているハミガキ剤をISSA 2
につけます。
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ISSA２ブラシヘッドの交換方法　
引っ張って、差し込むだけ
すべてのISSA ブラシヘッド と併用可能です。
電源を切り、ブラシヘッドを上方向にまっすぐ引っ張っ
て取り外します。交換用のブラシヘッドの毛部位を本体
前方に向け、中央の穴を金属の接合部に合わせたら、押
し込みしっかりと挿入します。

ISSA 2 のお手入れについて
使用後は、ブラシを指でこすりながらぬるま湯で良く洗浄してください。ISSA 2 の本体には FOREO シリコー
ンクリーニングスプレー（別売）を使用し、その後ぬるま湯で洗い流すとより効果的です。洗浄後デバイス
を自然乾燥させます。ISSA 2 を UV 滅菌ケースに入れることはお勧めしません。
注意: アルコール、石油系、アセトン系を含む洗浄剤は使用しないでください。漂白剤入りハミガキ剤のご使
用はお避けください。

・健康状態に関して気になることがございましたら、ご使用前に医師にご相談ください。
・現在、口腔疾患の治療を受けている場合、ご使用前に口腔専門医にご相談ください。
・本体使用中に不快を感じられた場合はすぐに使用を止め、医師にご相談ください。
・直射日光の当たる場所への放置や、極端な高温及び熱湯にさらさないでください。
・本製品は５歳未満のお子様にはご利用いただけません。お子様が直接ご使用になる際、またお近くにいる

際は、大人による厳重な管理を行ってください。お子様や身体障害および知的障害をお持ちの方々がご使
用になる場合は、適切な監督および指示を行い、正しくご利用ください。

・お子様に本製品で遊ばせないでください。
・本体に異常が確認された場合（ブラシヘッド、ハンドル、充電器など）すぐに使用を止めてください。

本体の部品は修理不可能です。
・感電の危険を避けるため、本体の充電はアース付電源コンセントのみご利用ください。
・本体が損傷している場合は、絶対に使用しないでください。

良好なブラッシング効果をあげるため、6カ月ごとにブラシを交換してください。なおセンシティブタイ
プのブラシヘッドおよび舌クリーナーは最大１年ご利用いただけます。
交換用ブラシヘッドは、www.foreo.com よりご注文いただくか、お近くのFOREO認定販売店までご連絡
ください。

ISSA 2 充電方法
振動力が弱まったり、インジケータライトが点滅し始めたら充電のタイミングです。USB充電ケーブルを
使って約２時間充電してください。インジケータライトの点滅が止まったら、ISSA 2は完全に充電されて
います。

注意：充電前に、充電ポートと充電器に水やハミガキ剤の残留物が付着していないことを確認してくださ
い。充電中のご使用と24時間以上の充電はお避けください。本体付属の充電用ケーブル以外で充電しない
でください。

重要　
安全にご使用いただくために
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故障かと思ったら
ISSA 2 の動作不良や異常が確認された場合は特に注意してください。

ボタンを押してもISSA 2が起動しません：
• バッテリーが少なくなっている可能性があります。USB充電ケーブルで再充電してください。
• インターフェースがロックされています。＋/－ボタンを同時に長押しし、解除してください。

ISSA2の電源がOFFにならず、ボタンを押しても反応しません：
• マイクロプロセッサーが誤作動を起こしている可能性があります。充電ケーブルを接続し、機能を正常な

状態に戻して下さい。

USB充電ケーブルが接続されていても、ISSA 2のライトが点滅しないのはなぜですか？：
• フル充電の状態です。最大365日ご利用いただけます。
• 充電池が消耗しているため、USB充電ケーブルを認識するのに数分かかります。
• USB充電ケーブルが正確に繋がっていません。電源コンセント、USBソケットおよび充電ポートを確認してく

ださい。

ISSA 2本体を水中に落としてしまい、充電ポートが濡れてしまいました：
• 良く乾かした後、充電してください。本体は完全防水で濡れていても使用可能です。充電ポートは完全にカ

バーされています。 

聞きたい質問への回答がない、もしくはその他ご質問等がございましたら、お気軽に www.foreo.com 内カス
タマーサポートまでお問い合わせください。

製品保証および利用規約
２年間の製品保証（無償交換対象期間）
FOREOは、通常の使用で生じた製品故障および材料・製品部品による不具合に対し、製品の購入日から２年間
保証いたします。本保証は本体機能に影響を与える作動パーツを対象としております。通常使用の損耗により
発生した外観上の劣化、誤使用および過失による破損等は対象外となります。本体および付属品の分解や改造
を行った場合、本保証は無効となります。

保証期間内に不具合が発生し、FOREOにご連絡いただいた場合、FOREOの自由裁量により、本体を無償で交換
いたします。保証期間内の請求については、保証期間内であることを証明する合理的な証拠をもって行ってく
ださい。本保証が必要な時のために、保証期間内はこの保証内容とともに本製品購入時の受領書を大事に保管
してください。

保証のご請求をいただくには、弊社ウェブサイトwww.foreo.comから登録したアカウントにログインし、保証
の請求を行ってください。不具合品の返品送料はお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。な
お、本保証は品質保証をお約束するものであり、お客様の法的権利を制限するものではありません。

*２年間の製品保証にはブラシヘッドの交換は含まれておりません。
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仕様
素材:

カラー:

サイズ:
重量:
バッテリー:
操作実働時間:
スタンバイ:
周波数:
インターフェイス:
毎分振動回数

使用上の環境条件:

温度：
湿度：
気圧：

保管/輸送上の環境条件:

温度：
湿度：
気圧：

医療レベルシリコーン、PBT
ポリマー
パールピンク/ミント/コバル
トブルー/ブラック
195 × 32.4 × 115mm
77g
Li-Ion 1000mA 3.7V 
最大 365日
180日
166 Hz
３ボタン
最大 11,000回

摂氏 5°～ 40°
40% ～80%
800 ～1,060 hPa 

摂氏 -10° ～ 50° 
30% ～80%
500 ～1,060 hPa 

廃棄について
使用済み電子機器の廃棄について
（マークはEU加盟国および廃棄物分別収集システムを有するその他ヨーロッパ諸国に適用）

斜線で消されたゴミ箱マークは、本製品が他の家庭用ごみと一緒に処理できないことを意味します。 適
切な電子製品リサイクル回収場にて処理してください。本製品が正しく処分されたことで、本製品の不適
切な廃棄により起こりうる環境とヒトの健康に与える潜在的な負の結果を防ぐことができます。使用され
ている素材をリサイクルすることで 、天然資源の保護にも役立ちます。

より詳しいリサイクル方法については、お近くの家庭ごみ廃棄物処理業者もしくはお買い上げ店舗にご連
絡ください。

バッテリーの取り外し方
注意：一度バッテリーを取り外すと、本製品は二度と使用できません。また本体を一度開くと保証が無効と
なります 。本製品を廃棄する場合のみ本作業を行うようにしてください。
本デバイスはリチウムイオンバッテリーを使用しているので、廃棄の際は必ずバッテリーを取り外してくだ
さい。なお、家庭用ごみと一緒に廃棄することはできません。まずはブラシヘッドを取外し、シリコーン外
層を取り、プラスチックシェルを開き、バッテリーを取り外します。バッテリーはお住まいの地域のルール
に従い廃棄してください。また安全のため、本作業を行う際は手袋をはめてください。以下イメージにて各
作業の詳細をご確認いただけます。
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免責事項:

本製品はユーザーご自身の責任でご利用ください。弊社及び販売店は直
接的あるいは間接的に、本製品の使用に起因するいかなる物質的ないし
別の形の傷害や損害に対し、一切の責任を負わないものとします。さら
に弊社は、本書の改訂及び内容の変更を随時行う権利を有し、同改訂や
変更に関する通知を行う義務を負わないものとします。

モデルは予告なく更新/変更される場合がありますのでご了承ください。

©2020 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.
EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN. US 
DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA. AUS 
DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA. 
DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.
MANUFACTURED FOR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM

※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。不要になったリチウムイオン電池は家庭ごみとして廃棄

せず取り出し、各自治体のリサイクル方法に従ってください。




