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 警告
製品を廃棄するとき以外は、絶対自分で分解、改造、修理しない。
火災・感電・発火・けがの原因となります。
修理は当社のアフターサービスへご相談ください。

電線コードを無理に傷つけたり、破壊したり、加工したり、まげたり、重いものを乗せたりしない。
火災・感電・ショートの原因となります。

充電器は風呂場所などの水がかかるおそれがあるところで使用しない。
ショート・感電の原因となります。
充電器は水洗いしない。充電器を水に落とした場合、すぐに電源プラグを抜き、直接手で取らない。
感電の原因となります。

電線コードを破壊したり、コンセントが緩くなった場合、感電・ショートにより、火災の原因
となります。
本製品は歯ブラシ以外の目的には、使用しない。
本製品の付属品のみをご利用ください。
事故、けがの原因となります。

妊娠中及び産後 1ヶ月以内は使用しない。
事故や体調不良の原因となります。

製品をお手を入れるする際は、電源プラグを電源コンセントから抜く。ぬれた手で電源プラ
グを抜き差しことしない。
感電・けがの原因となります。

長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化よる感電・漏電の原因となります。

安全上のご注意

※お読みになられた後は、必ずいつでも見られる所に保管ください。

人への危害、財産の損害を防止するため、ご使用になる前に『安全上のご
注意』をよくお読みのうえ，必ずお守りください。

 注意
製品を落としたり、ぶつけたりして破損させたら、使用しない。
けがの原因となります。

タバコのやに取り用・美白などの研磨剤多く配合されている歯磨き粉はしない。
歯を傷める原因となります。

充電器の上にコイン・指輪などの金属物を置かない。

乳幼児、自分で操作できない方には使用せず、口腔内の感覚が弱い方には使用させない。

ブラシは他の人と共用しない。
感染や炎症の原因となります。

本体及び歯ブラシを40℃を超えるお湯で洗わない。
変形、漏液、故障、電池劣化の原因となります。

10 歳以下の幼児や自分で操作ができない方には使用せず、口腔内の感覚が弱い方に使用
させない。
けが、口腔内を傷める原因となります。

本製品は歯ブラシ以外の目的には、使用しない。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端を電源プラグを持って引き抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。

本製品を使用して気分が悪くなった場合は、使用を控える、体調不良の原因となります。

歯週病がひどい人、治療中の歯や口腔内に気になる症状がある人は歯科医に相談のうえ、
使用する。

 危険
ペースメーカーなどの医療用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは絶対にしようしない。

してはいけない
「禁止内容」です。

実行しなければならない
「強制内容」です。

 警告
下記のような人は、医師に相談した上で使用する。
・心臓疾患の人、今までに重い病気を負ったことがある人
・悪性腫　がある人、有熱性疾患の人・感性症疾患の人
・アレルギー体質の人、金属などでかぶれた経験のある人、事故や体調不良の原因となる

製品をお手を入れるする際は、電源プラグを電源コンセントから抜く。
感電・けがの原因となります。
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各部の名称  充電する

ブラシヘッド　
二層刷毛

カラーリング

LEDランプ　
　モード：
　Strong…
　Standard…
　Sensitive

電源ボタン

酸化チタン棒

充電器歯

電源コード

導電プレート

充電中は LED ランプが順
に点灯します。充電完了
後、LED ランプは点滅し
ます。
約 15 時間で充電が完了
します。

水平で安定した場所に充電器を置きます。1
電源プラグをコンセントに差し込みます。2
本体を充電器にまっすぐ差し込みます。3

LEDランプ

充電完了後は、コンセントから電源プ
ラグを抜いてください。
充電は、周囲温度 5℃～ 35℃でご利用ください。

4
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使い終わった後は

1

2

ブラシを本体正面に向け、まっすぐ
に差し込んでください。

ブラシを水でぬらして。

取り付け後、本体とブラシの
間に隙間ができますが、正
常です。

使い方

各種モード
LEDランプ 動作モード 自動オフの時間

クイック 約 1 分

ノーマル 約 2 分

センシティブ 約 2 分

ブラシを本体から
取り外します。

布で本体を拭き取りした後、充電台に置きます。

充電台は布で拭き取りします、水洗い
はしない。故障の原因となります。
お手入れするときは、電源プラグをコ
ンセントから抜いてください。

1

2

3

本体及びブラシヘッドを
それぞれ水洗いします。

本体がぬれた場合、絶対充電しない。
漏電・故障の原因となります。

禁止

シンナー、ベンジン、アルコール類を使わない。
変色・変形の原因となります。

禁止

3 握るとき、手で本体背面の導電板を
握ってください。

4 飛び散りを防ぐために、ブラシを口の中に入れてから、
電源ボタンを押してください。

お知らせ機能
運転中にみがき時間の目安をお知らせし
ます。
クイックモードは約 15 秒ごとにお知らせ
ます；ノーマル及びセンシティブのモード
時は約 30 秒ごとにお知らせします。

みがきの例
口の中を上下、左右で 4 分割にし、各箇
所をクイックモードは約 15 秒間の間隔で
磨くことができますが、ノーマル及びセン
シティブのモード時は約 30 秒間の間隔で
みがくことができます。

ブラシ交換のめやす
最良のブラッシング効果を得るために、約 3ヶ月を目安に交換してください。長時間でパワーボタンを押すと、手で電源を閉じることができる。
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故障原因

こんなとき 原因 対処の仕方

ブラシがガタガタする ブラシが正しく取り付けら
れていない

ブラシを確実で取り付けて
ください

ブラシ動作しない 充電されていない 本体を約 15 時間充電
要してください

LED ランプが点滅して
止まる

電池が残り少なくなってい
る

本体を充電器の上に置い
て、充電してください

ブラシンッグの力が弱い ブラシを強く当てすぎている ブラシを歯に軽く当てるよう
にしてください

本体を充電器の上に置い
て、充電してください

本体を充電器の上に置い
て、充電してください

本体を充電器に置いて
も、点滅しない

満充電になっている 満充電になると、LED ラ
ンプが点灯します

本体が充電器に正しくセッ
トされていない

一度本体を充電器から持
ち上げてから、もう一度
置いてください

電源が入れると、LED ラ
ンプがすばやく点滅する

電池が残り少なくなっている 本体を充電器の上に置い
て、充電してください

動作しない 使用時温度が低すぎたり、
高すぎたりする

周囲温度が 5℃～ 35℃の
環境で使用してください

使用中に一瞬止まる お知らせ機能によるもの 故障ではありませんので、そ
のままで使用してください

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ご自分で修理なさらず、テクニ
カル・ホットラインにご相談ください。
テクニカル・ホットライン：（852）2365-0655

仕様

品…………………名 Rogic TiO2 光触媒音波振動歯ブラシ
定額電圧 /頻率 AC100 ～ 240V 50/60Hz
電…………………源 充電式
電…………………池 リチウムイオン電池
充…電…時…間 約 15 時間
使…用…時…間 約 18 日間（1 日 2 回；各 2 分使用した場合）
消…費…電…力 3W

振…………………動
センシティブモード 18000 回 / 分
ノーマルモード 24000 回 / 分
クイックモード 31000 回 / 分

重…………………量
本体：約 90ｇ（ブラシ含む）
充電器：約 190ｇ

寸…………………法
本体：幅約 28mm x 奥行約 31mm x 高さ約 233mm
充電器：幅約 72mm x 奥行約 76mm x 高さ約 39mm

電源コード 1m

アフターサービスについて
Rogic TiO2 光触媒電動歯ブラシ（ブラシを含まず）ご購入日から 1 年間

光触媒電動歯ブラシをご使用になった場合、説明書の使い方、或いはパーツのご使用
上の誤り、または不当な落下や破損による故障損損傷は、アフターサービス範囲に入れ
られません。
製品に異常が発生した場合、「故障原因」を参照してください。自分で対処できないと
きは、弊社アフターサービスへご相談ください。（852）2365-0655
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 Warning
Do not modify, disassemble or repair the product at any time 
except when disposing of it to avoid fire, electrocution and/or 
personal injury.
For repair or maintenance, please consult service hotline.

Do not damage, break, modify, bend or heavy objects on the cord 
to avoid fire, electrocution, short circuit.
Do not use the charger in the bath to avoid electrocution or short 
circuit.
Do not wash the charger. Do not reach the charger which fallen into water, 
plug off the charger immediately to avoid the risk of electrocution.

Do not use when power cord damaged or socket loose to avoid 
fire, electrocution, short circuit.

Do not use alternative charger or for other products to avoid the 
risk of electrocution or fire.

Pregnant or one month after delivery, do not use to avoid un-
expectation or harm for your health. 
Be sure to switch off the product and remove the plug from the 
outlet before maintenance.
Do not touch or pull out the plug with wet hands, it may result in electrical 
shock or other injury.
Plug off the product when not using for a long time, it may cause 
electrocution or electrical leakage when failed to do so.

Safety Instructions

Indicates actions that you 

must not take.

Indicates actions that you 

should take.

Please read the safety instruction before using our product, prevent from 
injuring yourself and others.
The safety instruction shown here are classified as follows

 Caution
Discontinue to use if the product has been dropped, hit or damage 
to avoid injury.
Do not use this product with toothpaste that contains a large 
amount of abrasive for removing stains from teeth, or with a large 
amount of whitening agents.
Do not put any metal objects on to charger, such as coin, clips, 
etc.

The product is not for infant.

Do not share brush head with others to protect from infection or 
inflammation.

Do not clean the product and brush with water over 40℃ to avoid 
deformation, leakage, broken or battery deterioration. 

Do not provide to child under 10 years old or disable to avoid 
mouth injury.

This product is only for tooth cleaning, not for any other purpose 
except dental cleaning.

When taking off power cord, be sure to hold plug to avoid injury. 

In case of feeling uncomfortable when using, please stop using. 

Please see doctor, in case you have parodontopathy, dental 
diseases. 

 Warning
Please see doctor in case of having following disease.
*Heart disease
*Malignant tumor, heat disease
*Acroaesthesia 
avoid un-expectation or bad for your health.

Plug off when cleaning.

 Danger
Do not use nearby medical electronic equipment or therapeutic 
apparatus, such as heart regulator.
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Parts Charging

Brush head
Two layer brush

Identification ring

Mode LED 
indicator
Strong
Standard
Sensitive

On/off switch

TiO2 Bar

Charger

Power cord

Conduct strip

LED indicator flash one 
by one, after charging 
completion, LED indicator 
turn off.
Be sure to charge for at 
least 15 hours.

Place the charger horizontal surface.1
Plug in the socket.2
Place the toothbrush upright in the 
charger.3

LED indicator

Be sure to charge by condition of 5℃～ 35℃ .

When finishing charging, plug out.4
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After use

1

2

Put brush head onto 
TiO2 bar, small space 
between brush head and 
main body is normal.

Wet brush head.

How to use

Cleaning type

LED indicator Action Auto off

Strong 1 minutes

Standard 2 minutes

Sensitive 2 minutes

Remove brush head 
and wash with water.

Use the cloth to clean main unit and 
place on the charger. Do not charge 
it when wet.

Do not wash the charger, only use 
cloth to clean.
Take off the plug when cleaning

1

2

3

3 Contact with the conduct strip 
at the back when holding.

4 Place the toothbrush into your mouth, then turn on 
the toothbrush, prevent water from spattering.

Section function
Instant pause to remind brushing time 
every 30 seconds (Strong-15 seconds).

Brushing guide
Divide oral cavity into 4 sections 30 
seconds (Strong-15 seconds) for each 
section.

Do not use dilution, volatile, alcoholic 
substance, to avoid discolor, 
deformation. 

Note

Brush head replacement
To achieve best performance, please replace brush head every 3 
months. 

Hold the power button to swich off manually.
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Troubleshooting

Problem Possible cause Remedy

Brush head noise Brush head no setting well Reset 

No vibration Battery empty Recharge

LED off Insufficient battery Recharge

Vibration weaken Excessive force on tooth Place brush gently

Insufficient battery Recharge

LED no flash when 
charging

Charging complete LED off when charging 
finish

Main unit not set properly Place it again

LED flash rapidly Insufficient battery Recharge

No function Excessive high or low 
temperature

Under 5℃～ 35℃
temperature

Pause Reminding function Continue to use

If above action could not function properly, do not disassemble to repair, please contact 
service hotline: (852)2365-0655

Specification

Description Rogic TiO2 Photocatalytic Sonic Toothbrush

Rate voltage/
Frequency

AC100 〜 240V 50/60Hz

Power mode Charging

Battery Ni-MH battery

Charging time Approx.15hours

Operating time Approx.18days (2 times per day, 2 min. every time)

Power 
consumption

3W

Rotating 
speed

Sensitive 18000 strokes/minutes
Standard 24000 strokes/minutes
Strong 31000 strokes/minites

Weight
Main unit : approx.90g (with brush head)
Charger : approx.190g

Size
Main unit : W 28mm x L 31mm x H 233mm (with brush head)
Charger : W 72mm x L 76mm x H 39mm

Cord length 1 meter

After sales service

Rogic TiO2 Photocatalytic Electronic Toothbrush (not including brush head), one year 

warranty from purchasing date.

If using the product not compliant to manual or not using parts from Rogic, or damage 

caused by improper use, are not included in warranty.

When the product function abnormally, please refer to 「Troubleshooting」, if problem 

still exist  please consult Rogic hotline: (852)2365-0655
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 警告
除非產品廢棄外，切勿自行拆卸、改造、修理。以防止造成火災、觸電及人
受傷，維修請諮詢顧客服務專線。
請勿損傷、破壞、改裝、扭曲、或將重物壓在電線上，以避免導致火災、觸電、
短路。
請勿在浴室等有浸水的地方使用充電器，以防造成短路、觸電。
請勿用水清洗充電器。
如果充電器掉入水中，請勿用手直接去拿，應立即把插頭拔出，以避免觸電
的危險。

當電源線受損，插座鬆動時不得使用，以防因觸電、短路導致起火、火災。

不得以專用充電器以外之充電器進行本產品之充電、或以本產品之充電器進
行其他產品之充電，以防造成觸電、火災。

懷孕中及產後 1個月內請勿使用，以防造成意外或有損身體健康。

在進行電器清潔保養時，將插頭從插座中拔出。請勿用濕手插入或拔出電源
插頭，以避免造成觸電或受傷的危險。

長期不使用時，需將電源插頭從插座拔出，以防絕緣破裂導致觸電或漏電。

安全注意事項

表示禁止行為的事項 表示注意遵守的事項

使用前，請仔細閱讀『安全注意事項』，避免給您及他人造成危害：
請按以下注意事項，務必嚴格遵守。

 注意
當產品因摔落、碰撞而破損時，請勿再使用，以免造成受傷。

請勿與含有大量用於清潔齒垢、美白等研磨劑的牙膏一起使用，以防傷害到
牙齒或牙齦。

請勿在充電器上放置硬幣、夾子等金屬物。

嬰兒、幼兒、自己無法操作者、口內感覺遲鈍者等請勿使用。

請勿與他人共用刷頭，以防造成感染或炎症。

請勿以超過40℃之溫水清洗主體及刷毛，以防造成變形、漏液、故障、電
池劣化。
不得提供給 10歲以下孩童或無法自行操作者使用，亦不得讓口腔知覺較弱
者使用，以防造成口腔傷害。

本產品只能用於刷牙，請勿用於口腔清潔以外的用途。

拔除電源時，　勿握持電源線，　務必自前端電源插頭拔除，　以防造成觸
電、　短路。

當使用本產品感到不適時，請停止使用。

患有嚴重牙周病、治療中牙齒或口腔內具有令人擔心症狀者，請諮詢醫師再
進行使用。

 危險
請千萬不能與心臟調節器等醫療電子儀器或家用電子治療器附近進行使用。

 警告
有下述狀況者，請諮詢醫師再使用。
* 心臟疾病者、截至目前曾罹患重病者
*有惡性腫瘤者、有發熱性疾病者、感染性疾病者
*過敏體質者、有曾因金屬過敏等就診記錄者
以防造成意外或有損身體健康。

在進行充電器清潔保養時，需將電源插頭自插座拔除，以防造成觸電。
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產品部件 充電

牙刷頭

雙層刷毛

識別環

刷牙顯示模式

LED燈

Strong

Standard

Sensitive

電源開關

二氧化鈦棒

充電器

電源線

傳導板

充電中 LED 將依次亮燈
進行提示，充電完成後，
LED燈將熄滅。
約 15小時可完成充電。

將充電器置於水準且安穩之處。1
將電源插頭插進插座內。2
將本體垂直插入充電器中。3

LED燈

請於溫度 5℃～ 35℃環境下進行充電。

充電完成後，請從插座上拔除電源插頭。4
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使用後清潔

1

2

將牙刷頭插入二氧化鈦棒

上，牙刷與本體之間有輕

微間隙屬正常的。

用水浸濕潤牙刷頭。

使用方法

清潔模式

LED燈 動作模式 自動關閉時間

高效 1 分鐘

標準 2 分鐘

敏感 2 分鐘

拆下牙刷頭，用水

清洗牙刷頭並自然

風乾。

請用布將本體擦拭乾淨後，放在充電器

上，請勿在主體潮濕狀態下進行充電。

請勿用水洗充電座，請用布擦拭乾淨。

清潔保養時，請自插座拔除電源插頭。

1

2

3

3 握拿時，請用手握持主體背面

的導電板

4 為防止水花飛濺，請先將牙刷

頭伸入口中，再按下電源開關。

分區提示功能

高效模式約每 15 秒提示一次 ；標準

及敏感模式約每 30 秒提示一次。

刷牙示範

每區域以高效模式約可刷 15 秒，標

準及敏感模式約可刷 30 秒。

請勿用稀釋劑、揮發油、酒精類產品
清潔。避免造成變色、變形。

注意

建議刷頭更換時間
為了達到最佳的潔牙效果，請約 3個月更換一次刷頭。持續按下電源開關，可手動關閉電源。
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故障排除

現象 可能的原因 處理辦法

牙刷頭發出異常聲音 牙刷頭未正確安裝 確認安裝

牙刷不振動 沒有充電 對本體充電

LED 熄滅 電力不足 對本體充電

振動減弱 牙刷頭過度用力碰到牙齒 輕觸牙齒進行刷洗

電力不足 對本體充電

本體放在充電器上
LED 不閃爍

電已充滿 充滿電時 LED 燈熄滅

本體未正確放置 重新放好

LED 迅速閃爍 電力不足 對本體進行充電

無法運作 使用時的溫度過低或過高 請於 5℃～ 35℃環境下使
用

使用中短暫停止 提示功能 請繼續使用

如果上述處理方式未能排除故障，請勿自行拆卸修理，洽詢顧客服務專線 ：（852）
2365-0655

規格

產	品	名	稱 Rogic TiO2 光觸媒聲波震動牙刷

額定電壓 / 頻率 AC100 ～ 240V 50/60Hz

電		 	 	 	 	 	源 充電式

電		 	 	 	 	 	池 鋰電池

充	電	時	間 約 15 小時

使	用	時	間 約 18 天（1 天使用 2 次 ；每次 2 分鐘）

消	耗	電	力 3W

振		 	 	 	 	 	動

敏感模式 18000 次 / 分鐘

標準模式 24000 次 / 分鐘

高效模式 31000 次 / 分鐘

重		 	 	 	 	 	量
本體 ：約 90 克（含牙刷頭）

充電器 ：約 190 克

尺		 	 	 	 	 	寸
本體 ：寬 28mm x 長 31mm x 高 233mm ( 含刷頭 )

充電器 ：寬 72mm x 長 76mm x 高 39mm

電	線	長	度 1 公尺

售後服務

Rogic TiO2 光觸媒電動牙刷（不包括牙刷頭）自購買日起享有一年產品保養報務。

使用 Rogic TiO2 光觸媒電動牙刷，請參照產品說明書，未按說明書使用本產品或未

使用 Rogic 原廠相關零件及耗材，或因不當使用、摔落等造成產品損害和影響其功能，

不列入保養範圍 。

產品發生異常時，請參照「故障排除」，如無法處理，請洽詢 Rogic 顧客服務專線（852）

2365-0655
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朗潔產品保用條例
多謝閣下選購朗潔產品，為確保產品之優良品質，選購所有產品於出廠前必經嚴格品質
檢查。本公司並向用戶提供免費保用服務。
保用條款如下：
一、由購買日起之一年保用期內(除機殼、附件及部分零件外)、機件如有損壞或發生故
障時，經本公司技術人員證實該機故障屬正常使用下發生，本公司將提供免費修理及零
件更換、而更換後之損壞零件將歸屬本公司。
二、特定產品之保用資訊，可登入www.rogic.hk之產品資料頁面查閱。
三、在下列情況下，本保用證將會自動失效：
（甲）產品曾因被錯誤操作，疏忽或因天災人禍等意外事件引致機身或機件損壞；

（乙）產品曾被非本公司技術員修理或改裝

（丙）產品機身號碼曾被轉換，塗改或除去；

（丁）產品不按原廠提供之安裝指示；

（戊）產品做商業用途

四、本公司將不負責任何由於器材損壞而直接或間接招致之損失。
五、產品如需維修時，用戶需自行將產品送往維修部及於修妥後自行取回。
六、本保用證只適用於香港及澳門特別行政區。
七、請妥存此保用證及正式購買收據，於修理時一併出示予本公司技術員查閱方為有效。

ROGIC  WARRANTY  CONDITIONS
Thank you for purchasing ROGIC products, for the sake of excellent quality of our products, we 
certify that ROGIC products on this warranty is free of defect in materials and workmanship the 
end user is entitled to this warranty subject to the terms and conditions listed below:
(1) For any defect, in the judgement of our technicians, caused under normal usage, is   
      responsible for repairing and replacing parts free of charge within the �rst year free  
      warranty period (except accessories and some parts), any replaced defective parts will  
      become the company’s property.
(2) For the information of designated product, please visit www.rogic.hk for details.
(3) This warranty is invalid in the following cases:
      (a) If the product has been damaged out of misuse, negligence, accident and natural disaster.
      (b) If the product has been repaired, modi�ed by persons other than PRO LOGIC 
            INTERNATIONAL LIMITED.
      (c) If the serial number has been altered, e�aced and/or removed.
      (d) Fail to follow the installation instructions provided.
      (e) Machines for commercial use.
(4) The company will not be liable for any loss directly or indirectly caused from breakdown of 
      the equipment.
(5) Customer will be requested to bring the product to and from our service centre 
      whenever service is required.
(6) This warranty is applicable in HongKong and Macau areas only.
(7) Plese keep and present this warranty card together with o�cial purchase invoice to our   
      technicians for inspection during each service.

Memo
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