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IMPORTANT SAFEGUARDS

Introduction
Thank you for your purchase from Ya-man LTD.
∙ Please read through this manual well to use this product safely.
∙ A�er reading this manual, please keep the manual to read it later whenever 

you need to do so.
∙ If you are giving this product to someone, please also give this manual too.

Caution for safety
∙ For safety please read this manual �rst before use.
∙ When you use the product, follow this manual.
∙ If you �nd something wrong with the product, please stop using it immediately and 

contact to our customer care for repair.
∙ Using defective product could be a risk to your oral health. Please do not use 

defective product.
∙ Information stated in this manual is very important for your safety. Please follow the 

instruction.
∙ To show the level of the hazard could be caused by faulty use of the product, we use 

these term “Danger” “Warning” and “Caution”.

Hazard category
Danger:   imminent situation of people may decease or critically injured by faulty 

use.

Warning:  people may decease or critically injured by faulty use

Caution:  May cause injure to people or damage to their property.

*By property it means house, furniture, pets and domestic animals.

DANGER 
(use and storage of the product)

The following persons must not use this product.
There is the risk that the medical electronic device may malfunction. Be sure 
to consult with a physician before using this product.  
∙ Persons who are using medical electronic devices
∙ Pacemakers and other implanted medical electronic devices 
∙ Arti�cial heart-lung machines and other medical electronic devices used 

for life support
∙ Electrocardiographs and other electronic medical devices worn externally

Prohibited
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WARNING  
(use and storage of the product)

Do not use for purposes other than those speci�ed in the instruction 
manual.
Always follow the instructions of your dental professional. There is the risk of 
accident or injury.

Use only the tips and accessories recommended by Water Pik Inc.
There is the risk of accident or injury.

The following people should consult with a dentist before using the 
product.
∙ If there is a suspicion of periodontal disease or you are being treated for 

symptoms of concern related to the teeth or oral cavity, contact a dentist.
∙ If you are taking antibiotics prescribed by a dentist, consult with the dentist 

before using this product or any other oral hygiene devices.

Do not use for other than the speci�ed parts and the following parts.
Sensitive parts such as eyes, nose, ears, back of tongue, and throat. Since 
this product shoots water in strong pressure, there is a possibility of serious 
damage to these sensitive areas.
* If you cannot make your own judgment, consult with your doctor before use.

Remove oral accessories before using this product.
There is the risk of injury.

Do not put hot water in the reservoir. Use room temperature water or 
warm water only.
There is the risk of burns.

Use only for the 
designated

purpose

Must observe

Must observe

Prohibited

Must observe

Prohibited

Use only the solutions recommended by a dentist.
There is the risk of injury and product failure.

Do not use the product excessively and continuously.  
(For business use etc.)
There is the risk of heating and product failure.

Observe the guideline of using the product twice a day.
Excessive use may cause damage to the tongue or oral cavity.
* This is only a guideline. Consider your personal health conditions carefully 

before using.

Do not use iodine, alkali salts (saline solution), or high-concentration 
essential oil that does not dissolve in water.
The performance of this product will be reduced, and the product life will be 
shortened. Also, it is not covered by the product warranty.

Do not place the product in �re, heat the product or use the product 
at high temperatures.
There is the risk of heating, ignition and rupture.

Do not immerse the product in water or leave it near water. Do not use 
the product or leave it in a bathroom or close to a vessel that contains 
water.
Water may enter inside and cause electric shock, short circuit, �re or 
malfunction.

Store the product in a location out of the reach of infants. Do not 
allow children to play with the product.
There is the risk of accident or injury.

Must observe

Prohibited

Must observe

Prohibited

Fire caution

Prohibited

Restriction
on use



4

Do not use this product for people who cannot express their intentions 
or who have a weak oral sensation. Avoid operating the product only 
by people with physical di�culty. For minors, use under parental 
supervision and parental consent.
There is the risk of electric shock, injury and burns.

For reasons of sanitation, the product should not be used by more 
than one person.
There is the risk of injury and other problems.

Do not insert any foreign objects into the product opening.
There is the risk of product failure.

Do not disassemble, modify or repair the product.
There is the risk of �re, electric shock or injury. For repairs, contact the retailer 
where you purchased the product.
* This product does not contain any parts which can be repaired by the 

customer.

Do not use the product if it has unusual smell or overheating.
It may cause damage or �re.

Do not use the product outdoors.
Do not operate the product in areas where aerosol (spray) products or 
oxygen inhaler are used.
There is the risk of injury and product failure.

Do not use or leave the product close to �re, exposed to direct sunlight 
or in a dusty location.
There is the risk of heating, ignition, rupture and malfunction.

Restriction
on use

Prohibited

Prohibited

No disassembly

No use when
there is 

abnormal odor

No outdoor use

Fire caution

Do not place a heavy object on the product or drop it during use.
There is the risk of injury and product failure.

Be sure to place the product in a �at, stable location. Do not place it 
anywhere that is not stable.
There is the risk of injury, ignition and product failure.

Do not put the product in a microwave oven or high-pressure 
container.
There is the risk of heating, ignition and rupture.

When/A�er using the product, be sure to wipe o� any moisture from 
the product using a dry cloth or similar means. Then, store it.
There is the risk of electric shock, short circuit, ignition and product failure.

Caution  
(use and storage of the product)

Do not use if this product is cracked, damaged or defective.
It may cause damage to the oral cavity.

Do not press the tip forcefully against your teeth or gums.
There is the risk of injury.

Do not wipe the product with solvents such as alcohol, thinner, 
benzine, or nail polish remover.
This may cause damage to the surface of the main unit.

Do not expose the product to hot water or hot air from a hair dryer.
It may cause the product to deform or melt.

No impacts

Do not drop

Fire caution

Fire caution

Prohibited

Prohibited

Prohibited

Prohibited

IMPORTANT SAFEGUARDS
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Do not set the product down when the power is ON. Be sure to turn 
the power OFF a
er use.
There is the risk of injury and damage to furniture or other items.

Do not let the product contact with other electrical products while 
the power is on. Also, keep it away from heat sources such as electric 
heating equipment (electric blankets, kotatsu).
There is the risk of injury and product failure.

Do not use the product on pets.
There is the risk of injury.

Do not use the product if you have a cut or other abnormality inside 
your oral cavity.
There is the risk of injury.

If you feel unwell during use or experience any abnormalities in your 
body, stop using it immediately.
If the problem continues a�er the next day, consult a doctor.

A
er each use, please clean the product. Please refer to “Caring for 
the product” (P.12).
Without proper care for the product, it may cause oral troubles and 
breakdowns.

Prohibited

Prohibited

Prohibited

Prohibited

Must observe

Must observe

Cautions  
(Concerning the Battery)

Be sure to observe the following precautions.
∙ This product uses AA alkaline dry-cell batteries or NiMH (nickel metal 

hydride) rechargeable batteries.
∙ Be sure to observe the precautions printed on the batteries.
∙ Check the orientation of the + and - poles before inserting the batteries.
∙ When replacing a battery, be sure to use a new battery of the same type 

and the same brand.
∙ Remove dead batteries promptly.
∙ Use batteries before their recommended expiration dates.
∙ When using NiMH (nickel metal hydride) rechargeable batteries, read the 

instruction manuals of the batteries and charger, and use them correctly.
There is the risk of injury or damage to surrounding property caused by 
battery heating, rupture, or �uid leakage.

The use of lithium batteries will void the product warranty. Such batteries 
may also damage the product.

Must observe
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PRODUCT DESCRIPTION

[Main unit]
1.  Power/pressure switch
2.  Power handle
3.  Battery cover with lock mechanism
4.  Tip
5.  Tip eject button
6.  Water �lling port (cap)
7.  Reservoir
8.  Water intake port

6
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3

A*

D*

B*

E**

C*

F**

Not all of these tips are provided with all models.

*Replace Every 3 months   **Replace Every 6 months
For details about the tips and other accessories, and about how to use the product, please 
see our company’s website (https://www.ya-man.com). 

Tip types and oral care uses
A. Orthodontic Tip* 
 - Braces/General Use
B. Pik Pocket™ Tip* 
 - Periodontal Pockets/Furcations
C. Plaque Seeker™ Tip* 
 -  Implants/Crowns/Bridges/Retainers/General Use
D. Toothbrush Tip* 
 - General Use
E. Classic Jet Tip** 
 - General Use
F. Tongue Cleaner** 
 - Fresher Breath

4.  The tips are accessories and are not covered by the warranty.

8
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GETTING STARTED

Inserting Batteries 

1. Slide the reservoir as shown in the �gure to remove it. 

2.  Rotate the lock mechanism on the battery cover counterclockwise to the unlock position, then remove the battery cover from the main unit. 

3. Insert AA batteries as shown in the �gure. AA alkaline dry-cell batteries are provided with the product for trial purposes. 

4. Press the battery cover in place so the arrow on the cover matches the arrow on the main unit, then rotate the battery cover lock knob clockwise. 

If the water pressure drops while the product is operating, replace the batteries. The product can be used around 40 times aer the batteries are replaced. 

However this varies depending on the battery type and conditions of use.

Important

When replacing the batteries, apply commercially available lubricant to the O-ring and battery case. 

Apply a thin, even coat of commercially available lubricant to the O-ring (black waterproof rubber ring) on the inside of the battery cover.

Apply a thin, even coat of commercially available lubricant to the parts of the battery case cover on the main unit side which the O-ring contacts as shown in the 

�gure.

1

2

3

4



9

E
N

G
LI

S
H

It is recommended that this product be used a�er you brush your teeth. Guideline for use: 2 times/day

Filling the Reservoir 
Open the reservoir cap and �ll the reservoir with cold water or warm water.

Inserting and Removing Tips
Insert the tip into the insertion hole located on the top of the Water Flosser main unit. When the tip is locked correctly in the designated position, 
the colored part at the center of the tip will be perfectly aligned with the top of the main unit. To remove the tip from the handle, press the tip 
eject button and pull tip from handle. 

Adjusting the Pressure Setting
Simply slide the power/water pressure adjustment switch to adjust the Water Flosser pressure setting.  
Slide the power switch up and align it with (I) for low pressure. Align it with (II) for a high-pressure water jet. Use the product in accordance with 
instructions from a dentist.

Recommended Technique
Lean low over sink and place the tip in mouth. Aim the tip toward teeth, and turn the unit ON (l).

For best results, start with the back teeth and work toward the front teeth. Glide tip along gumline and pause brie�y between teeth. Continue 
until you have cleaned the inside and outside of both the upper and lower teeth.

Direct the jet stream at a 90-degree angle to your gumline. Slightly close lips to avoid splashing but allow water to �ow freely from mouth 
into the sink. Keep unit upright during use for best results.

Caution
Do not press the tip forcefully against your teeth or gums.

High

Low

O�

Fill

EjectInsert
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When Finished
When �nished with use, slide the power/water pressure adjustment switch to “0” to turn the power OFF.  
In order to keep the main unit and reservoir clean, empty the remaining liquid in the reservoir a�er each use. A small amount of water will remain inside the 
reservoir but this does not represent a problem for health.  
Finally wipe o any water droplets on the main unit and reservoir using a towel or other dry cloth.  
To install the reservoir back onto the main unit, slide the reservoir toward the top of the main unit.

TIP USAGE 
Pik Pocket™ tip
The Pik Pocket™ tip is specially designed to direct a jet of water or solution deep into the pocket around the tooth. 

When using the Pik Pocket™ tip, set the main unit water pressure to the lowest setting and angle the tip at 45 degrees from the tooth. Slowly 
insert the tip into the pocket around the tooth. 

Tongue Cleaner tip 
Set the water pressure to the lowest setting and place the tip near the center of your tongue. Gently press the tip against your tongue and pull it 
toward you. Adjust the water pressure to suit your preferences.

Orthodontic tip
When using the orthodontic tip, move the tip slowly and smoothly along your gums, then stop it for a moment to gently clean the space between the 
teeth and around the orthodontic bracket. Then move on to the next tooth.

Power OFF
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Toothbrush tip
Insert the toothbrush tip into your mouth and place the brush head against your gums. It is not necessary to put toothpaste onto the toothbrush tip. 
Use a gentle force (that does not bend the bristles) and move the brush back and forth and use short strokes like a manual toothbrush.

Plaque Seeker™ tip
When using the Plaque Seeker™ tip, position the tip close to your teeth so that the bristles gently contact the teeth.  
Move the tip slowly and smoothly along your gums, stopping it brie�y at the spaces between the teeth. Brush gently and direct the water stream 
between the teeth. 

Caution
Not all of these tips are provided with all models. 
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CLEANING YOUR WATERPIK® WATER FLOSSER

Using mouthwash or other solution
The Waterpik® Water Flosser can use mouthwash or other solution. In order to prevent clogging, 
a�er using a solution other than water, �ll the reservoir halfway with warm water, then direct the 
tip toward the sink and operate the main unit until the reservoir is empty.

Caring for the product (daily)

● Main unit
Turn the power OFF, then use a so� cloth and a neutral detergent that does not contain a polishing 
agent, and wipe the product as necessary.

● Reservoir
Pour out the water in the reservoir and dry it in a well ventilated location. If there is dirt on the 
surface, wipe with a so� cloth and a neutral detergent that does not contain a polishing agent.

The reservoir can be washed in a dishwasher if it is placed on the top rack. (The tips cannot be 
washed in a dishwasher.)

● Tips
Wipe with a so� cloth and a neutral detergent that does not contain a polishing agent.

Caution
∙ Do not wipe the main unit with alcohol, paint thinner, benzene, nail polish remover or other solvent. 

These may damage the product surface.

∙ Do not immerse the main unit in water.

Cleaning inside the main unit (once every 1 - 3 months)
Depending on the mineral content of the water that is used, water scale may build up inside the 
main unit.

If it is not removed, it may decrease product performance.

1.  Fill the reservoir with water or warm water and add 2 tablespoons of white vinegar or grain 
vinegar.

2.  Direct the handle and tip toward the sink and operate the main unit until the reservoir is 
empty.

3.  Fill the reservoir with clean water or warm water and repeat the same procedure around 3 
times to rinse out the main unit.
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Handling and Disposal of AA batteries
• This product uses alkaline dry-cell batteries or NiMH (nickel metal hydride) rechargeable 

batteries.
• Check the orientation of the + and - poles and insert the batteries facing in the correct 

direction.
• Remove dead batteries from the Water Flosser and dispose of them in accordance with 

local waste sorting rules.
• The supply terminals are not to be short-circuited.
• Do not dispose of batteries in re.
• The type and quality of the AA batteries used will a�ect product performance.
• When replacing a battery, be sure to use a new battery of the same type and the same 

brand.
• Replace batteries when �osser is no longer e�ective.
• Remove batteries when the appliance will not be used for a long period of time.
• The lifetime of ordinary batteries is around 40 uses.
• Be sure to observe the precautions printed on the batteries.
• Remove dead batteries promptly.
• Use dry-cell batteries before their recommended expiration dates.
• When using NiMH (nickel metal hydride) rechargeable batteries, read the instruction 

manuals of the batteries and charger, and use them correctly.

Caution
The use of lithium batteries will void the product warranty. Such batteries may also damage the 
product.

Storing the product
• A�er use, be sure to fully wipe o� any water and dry the product before storing it. If the 

product is le� with water on it, it may cause corrosion inside the main unit.
• If the product will not be used for a long period of time, clean the main unit before storing it.
• If the product will not be used for a prolonged period, remove the AA batteries.
• Do not place the product close to re, exposed to direct sunlight, in a bathroom or other 

location exposed to high temperatures and humidity or in an unstable location. Store it in a 
clean location with good ventilation.

• Store the product in a location out of the reach of children.

Maintenance and inspection
• If the product was not used for a long period of time, be sure to check that the product 

operates correctly and safely before using it.
• If there is any problem with operation of the product, before requesting repairs, refer to the 

“Troubleshooting” (P.14) section and check the trouble. If the problem is still not corrected, 
contact the retailer where you purchased the product, or prepare the purchase invoice and 
contact the YA-MAN Call Center (P.16).

• If the product has malfunctioned or is damaged, contact the retailer where you purchased the 
product.
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TROUBLESHOOTING

- Replace with new batteries.
- Operate with the tip removed. If it operates, replace the tip.
- Operate with the reservoir removed. If it operates, perform cleaning 

of the water intake port (on the end of the white water intake hose).

- Screw a metal screw into the end of the broken tip.
- Hit eject button and remove screw. Tip will come out with the screw.

- If there is visible cracking of the reservoir, replace the reservoir. 
Contact the YA-MAN Call Center (P.16).

- Try a di�erent tip to see if problem still occurs
- If you used additives like mouthwash or peroxide, you will want to �ush 

water in the hole where tip is inserted.

- Perform cleaning.

Symptom Possible Causes Solutions

Unit won’t turn on? 

Low or No water pressure

Tip Broken in Unit

Unit is leaking

Tip Ejects while in use

Typically occurs when unit goes into “lock out mode”. Lock out mode can 
happen when:

- AA batteries have not been inserted or are dead.
- the tip on the unit is clogged
- the temp gets lower than 30-40 degrees F
- The water intake port (on the end of the white water intake hose) 

inside the main unit is clogged. The device was dropped or was le� 
unused for long period of time.

The tip is clogged, water intake port (on the end of the white water 
intake hose) is clogged, an additive was used, cleaning was insu�cient 
or preparation for use was insu�cient.

The product was dropped.

The tip is clogged, the reservoir drain port is clogged, an additive was 
used, cleaning was insu�cient or preparation for use was insu�cient.

Most commonly caused by build-up, defective tip, or defective unit.
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FAQ

Where can I buy replacement tips and accessories?
Contact the YA-MAN Call Center. (P.16).

What is the warranty on this product?
1 Year

How long does the water last? How much does the reservoir hold?
The reservoir capacity is approximately 148 mL (enough for approximately 30 seconds of use).

What is the pressure range?
45-75 PSI with 2 pressure settings

How long do the batteries last?
When new alkaline dry-cell batteries are inserted, they can be used around 40 times.

Can I use solutions in my water �osser?
Mouthwash or other solution can be used. Each time a�er such a solution was used, �ll 
the reservoir with clean water and perform cleaning of the device. Failure to rinse the 
unit may result in loss of product performance and/or function. Growth of bacteria 
could also be enhanced. Note: iodine, saline or water insoluble concentrated essential 
oils cannot be used.

FAQ
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WARRANTY INFORMATION

Disposing

- When disposing of this product, please dispose of it according to the rules of your area.

Product specifications

Power supply type Dry-cell battery type
Dry-cell batteries AA dry-cell batteries x 3   * Alkali or nickel metal hydrogen
External dimensions Approximately W64 x D92 x H299 (mm) when tip is installed
Product weight Approximately 340g
Reservoir capacity Approximately 148 mL (enough for approximately 30 seconds of use)
Accessories Jet tips: 2, orthodontic tip: 1, AA alkaline dry-cell batteries (for trial): 3, instruction manual (with warranty certi�cate)
Material Main unit: ABS plastic, reservoir: copolyester, tips: copolyester/ABS plastic
Country of manufacture China

Contact Information
If you have any questions about the product warranty, repairs or other matter, please contact the Call Center below. Or visit www.ya-man.com for more information.

* When requesting repairs, prepare the warranty certi�cate or purchase invoice that contains the date of purchase and retailer name.
* The Call Center lines are o�en busy on Mondays.

YA-MAN Call Center
Hours: 9:00 - 17:00 (closed on Saturdays, Sundays, holidays, and during the year-end and New Year holidays) (Call is free.)0120-776-282

From a land line or similar phone

(A call fee is charged.)0570-550-637
From a mobile phone or PHS
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Warranty information
A warranty for 1 year from the date of purchase is provided and covers problems that occur during ordinary use. (It does not cover consumable supplies or accessories.)
- A�er the warranty period expires, product shipping expenses will be borne by the customer.
- In the case of problems occurring a�er the warranty period expires, the customer will be charged for the cost (actual expense) of repairs.
- There are cases when a charge for repairs will be incurred even during the warranty period. Please read the explanation of the warranty terms carefully.
- In the event of a problem with the product, contact the retailer or the YA-MAN Call Center (P.16).

Warranty Terms
1. Problems which occur under conditions of normal use as prescribed in the instruction manual, 

labels attached to the product, and other precautions shall be repaired at no charge by the 
retailer where the product was purchased.

2. To receive free repairs of a problem that occurred during the warranty period, present the 
product and this warranty certi�cate, and request repairs by the retailer where the product was 
purchased.

3. If your address will be changed, please consult in advance with the retailer where the product 
was purchased.

4. If the product was a gi� and it is not possible to request repairs by the retailer where the product 
was purchased listed in this certi�cate, please contact the YA-MAN Call Center.

5. Even during the warranty period, a charge shall be required for repairs in the following 
circumstances.
(a) The problem or damage is the result of incorrect use or unauthorized repair or modi�cation.
(b) The problem or damage is the result of the product tipping over or falling a�er it was 

purchased.

*  This certi�cate is a pledge to provide free repairs based on the warranty period and terms printed on it. Therefore this warranty certi�cate does not limit the rights of the customer under the law. If you 
have any questions regarding repairs a�er the end of the warranty period or other matters, please contact the retailer where the product was purchased.

* A charge will be incurred for repairs in cases of deterioration or consumption resulting from use, or for replacement of consumable supplies.

(c) The problem or damage is the result of �re, earthquake, �ood or other disaster, 
pollution or abnormal voltage.

(d) The problem or damage is the result of an abnormality in another connected device.
(e) Parts such as batteries, consumable supplies or accessories require replacement.
(f) The problem or damage occurred when the product was used in a location not an 

ordinary household (for example, prolonged use for commercial purposes).
(g) The problem or damage occurred when the product was mounted on a vehicle, ship or 

similar location.
(h) The problem or damage is the result of product transport, relocation, falling or similar 

cause a�er it was purchased.
(i) The warranty certi�cate was not presented.
(j) The date of purchase or the retailer name or stamp is not present in the warranty 

certi�cate, or the contents of the warranty certi�cate were modi�ed.

6. This warranty is valid only within Japan.
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安全上のご注意

はじめに
このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとう
ございます。
・ 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお
読みください。
・ お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管して
ください。
・ 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付
してください。

安全上のご注意
・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ
正しくお使いください。

・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。

・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼して
ください。
・故障状態のままで使用されますと、口腔内に悪影響を及ぼす危
険がありますので、絶対におやめください。
・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載して
おりますので必ずお守りください。

・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するため
に、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危
険」「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について
危険： 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う

危険が切迫して生じることが想定される内容です。
警告： 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う

可能性が想定される内容です。
注意： 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損

害※の発生が想定される内容です。
※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかか
わる拡大損害を示します。

危険（ご使用、保管に関して）
次に該当する人は使用しない。
医用電子機器の誤動作を招くおそれがあります。本製品
を使用される前に必ず医師にご相談ください。 
◆医用電子機器を使用している人
・ ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器 
・ 人工心肺など生命維持用医用電子機器
・ 心電計などの装着型医用電子機器

禁 止
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警告（ご使用、保管に関して）
取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
歯科医師の指示がある場合はそれに必ず従ってください。
事故・けがの原因となります。
Water Pik Inc. が推奨するチップや付属品のみを使用する。
事故・けがの原因となります。
次のような人は歯科医師に相談のうえ、使用する。
・ 歯周病の疑いがある人、治療中の歯や口腔内に気にな
る症状がある人は歯科医師に相談してください。

・ 歯科医師から抗生物質の投薬を受けている場合は、本
製品またはその他の口腔衛生補助器具を使用する前に、
歯科医師に相談してください。

指定の部位以外や次のような部位には使用しない。
目や鼻、耳、舌の裏、のどなどのデリケートな部位。本
製品は強い水圧で噴射するため、これらのデリケートな部
位に深刻な傷害を与える可能性があります。
※ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相
談ください。
本製品をご使用の前に、口腔内のアクセサリーを取り外す。
けがの原因となります。
タンクに熱湯をいれない。常温の水またはぬるま湯を使
用する。
やけどの原因となります。

用途以外
禁止

必ず守る

必ず守る

禁 止

必ず守る

禁 止

歯科医師が推奨する液剤のみを使用する。
けが・故障の原因となります。
過剰な連続使用はしない（業務用としての使用など）。
発熱・故障の原因となります。
1日 2 回の使用目安を守る。
舌や口腔内を傷める原因となります。
※ あくまで目安のため、ご自身の状態をよく見てご使用く
ださい。

本製品にヨウ素、アルカリ塩 (食塩水 )、または水に溶け
ない高濃度のエッセンシャルオイルを使用しない。
本製品の性能が低下し、製品寿命が短くなります。また、
製品保証の対象外となります。
火中投入・加熱・高温での使用・放置をしない。
発熱・発火・破裂の原因となります。
本製品を水中に沈めたり放置しない。浴室内や水の入っ
た容器の近くで使用したり、放置しない。
内部に水が入り、感電・ショート・発火・故障の原因とな
ります。
本製品は乳幼児の手の届かない場所に保管し、使わせな
い。また、子供に遊ばせない。
事故・けがの原因となります。

必ず守る

禁 止

必ず守る

禁 止

発火注意

禁 止

使用者の
制限
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自分で意思表示ができない人、口腔内の感覚が弱い人に
使わせない。また、子供や身体の不自由な人だけでの使
用は避ける。未成年の方は保護者同意の上、保護者監視
のもと使用する。
感電・けが・やけどの原因となります。
衛生面を考慮し、複数人での共有使用はしない。
けが・トラブルの原因となります。
本製品の開口部に異物を入れない。
故障の原因となります。
分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの
販売店窓口にご相談ください。
※ 本製品にはお客様ご自身で修理できる部品はありません。
異臭・異常発熱したときは使用しない。
破損・発火の原因となります。

本製品を屋外で使用しない。
エアロゾル (スプレー ) 製品を使用している場所や酸素吸
入を行っている場所で操作しない。
けが・故障の原因となります。
火のそばや直射日光の下、ほこりっぽい場所で使用した
り、放置しない。
発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。

使用者の
制限

禁 止

禁 止

分解禁止

異臭時
使用禁止

屋外禁止

発火注意

本製品に重い物を置いたり、使用中に落下させたりなど、
強い衝撃を与えない。
けが・故障の原因となります。
本製品は水平で安定した場所に必ず置き、不安定な場所
に置かない。
けが・発火・故障の原因となります。
電子レンジや高圧容器に入れない。
発熱・発火・破裂の原因となります。
使用するとき、使用後は乾いた布などで本体の水気をしっ
かりと拭く。また、保管する。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

注意（ご使用、保管に関して）
本製品にヒビや破損、不具合がある場合は使用しない。
口腔内を傷める原因となります。
チップの先端を歯や歯ぐきに強くあてない。
けがの原因となります。
本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶
剤で拭かない。
本体の表面に損傷を与える原因となります。
本体を熱湯やドライヤーの熱風にさらさない。
本体が変形したり溶けたりする原因となります。

衝撃禁止

落下禁止

発火注意

発火注意

禁 止

禁 止

禁 止

禁 止

安全上のご注意
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電源をオンにした状態で放置しない。また、使用後は必
ず電源をオフにする。
家具などの破損・けがの原因となります。
電源をオンにした状態でほかの電気製品に接触させない。
また電熱器具（電気毛布・こたつ）など熱源に近づけない。
けが・故障の原因となります。
ペットには使用しない。
けがの原因となります。
口腔内に傷などの異常を起こしている場合は使用しない。
けがの原因となります。
使用中に気分が悪くなったり、お身体に異常があらわれ
たら、ただちに使用を中止する。
お身体に異常が生じていないかよく注意して使用してくだ
さい。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談くだ
さい。
使用後は毎回、「お手入れ方法」（P.28）を参照して、製
品のお手入れを行う。
そのまま使用すると、口腔内トラブルや故障の原因となり
ます。

禁 止

禁 止

禁 止

禁 止

必ず守る

必ず守る

注意（電池について）
下記の項目は必ず守る。
・ 本製品は単３形のアルカリ電池またはNiMH（ニッケル
水素）充電式電池を３本使用する。

・ 電池に表示してある注意内容を必ず守る。
・ 電池は＋－極を確かめ、正しく入れる。
・ 電池交換の際は、同じタイプで同じブランドの新品の
電池を使用する。

・ 使い切った電池は、すぐに取り出す。
・ 使用推奨期限内の電池を使用する。
・ NiMH（ニッケル水素）充電式電池を使用するときは、
電池と充電器の取扱説明書を読み、正しく使用する。

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。
リチウム電池を使用した場合、製品保証の対象外となりま
す。また、本体破損の原因となります。

必ず守る
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各部のなまえ

【本体】
1. 電源/水圧調節スイッチ
2. ハンドル
3. ロック機構付き電池蓋
4. チップ
5. チップ取り外しボタン
6. 注水口（キャップ）
7. タンク
8. 吸水口

6

7

5

4

2

1

3

A*

D*

B*

E**

C*

F**

これらのチップはすべてのモデルに付属しているわけではありません

*3か月ごとに交換   **6か月ごとに交換
チップその他の付属品、および製品の使用法に関する詳細について
は、当社のウェブサイト(https://www.ya-man.com)をご覧ください。 

チップの種類とケア用途
A. 歯列矯正用チップ* 
 - 歯列矯正器具をつけている方
B. ピックポケット™チップ* 
 - 歯周ポケットが気になる方
C. プラークシーカー™チップ* 
 -  インプラント/クラウン/ブリッジ/リテーナーを 
している方

D. 歯ブラシチップ* 
 - 歯みがき
E. ジェットチップ** 
 - 歯間、歯周ケアをしたい方
F. 舌クリーナーチップ** 
 - 舌の清掃をしたい方

4.チップは付属品のため保証対象外です。

8
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使いかた

電池の入れかた 

1. 図のようにスライドさせて、 タンクを取り外します。 

2.  ロック機構付き電池蓋のロックを左に回してロック解除位置にし、電池蓋を本体から外します。 

3. 図のように、単三形電池を3本入れます。お試し用の単三形アルカリ乾電池3本が商品に付属しています。 

4.  ロック機構付き電池蓋にある矢印と本体にある矢印を揃えて押し込み、電池蓋ロックのつまみを右に回します。 

本体動作時の水圧が低下してきたら、電池を交換します。一回の電池交換で、約40回程度使用できます。ただし、電池の
種類や使用状況によって変動します。

重要

電池交換毎にOリング、電池ケースに市販の潤滑剤を塗布してください。 

ロック機構付き電池蓋の内側にあるOリング（黒色の防水用ゴムリング）に市販の潤滑剤を薄く均一になるように塗布し
ます。

図のように本体側の電池ケースの蓋側のOリングが触れる部分に市販の潤滑剤を薄く均一になるように塗布します。

1

2

3

4
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本製品は歯をブラッシングした後に使用することをおすすめします。使用目安：1日2回

タンクの準備 
タンクのキャップを開け、 水またはぬるま湯でタンクを満たします。

チップの装着と取り外し
ウォーターフロッサー本体の上部にある挿入穴にチップを差し込みます。チップが正しく所定の位置にロッ
クされている場合、チップ中央の色のついている部分は本体の端とぴったり重なります。本体からチップを
取り外すには、チップ取り外しボタンを押し、本体からチップを引き抜きます。 

水圧の調節
本体の電源/水圧調節スイッチをスライドさせるだけで、ウォーターフロッサーの圧力設定を調節できます。 
電源スイッチを上にスライドさせ、（Ⅰ）に合わせると低い圧力に、（Ⅱ）に合わせると高い圧力で水を噴射
することが可能です。または歯科医師の指示に沿って使用してください。

おすすめの使いかた
シンクに身を乗り出し、口の中にチップを入れます。チップを歯に向け、電源をオン（Ⅰ）にします。

奥歯から始め、前歯に向けて進めていきます。歯茎に沿ってチップを滑らかに動かし、歯と歯の間で少し止
めます。上下両方の歯の内側と外側を洗浄し終えるまで続けます。

使用中は本体を垂直に持ち、歯茎に対して水流がまっすぐにあたるようにしましょう。水がはねないように唇
を軽く閉じ、口からシンクに水が流れるようにしてください。

注意
チップの先端を歯や歯ぐきに強くあてないでください。

高

低

オフ

いっぱ
いに注
ぐ

押す挿入
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使い終わったら
終了時は本体の電源/水圧調節スイッチを「０」に合わせて電源をOFFにします。 
本体や給水タンクを清潔に保つため、使用後は毎回タンクに残っている液体を空にしてください。タンクの内部に
少し水が残りますが、衛生上問題ありません。 
最後にタオルなどの乾いた布で本体やタンクについた水滴を拭き取ってください。 
タンクを再び本体に取り付けるには、本体の上部に向かってタンクをスライドさせます。

チップの使いかた 
ピックポケット™チップ 
ピックポケット™チップは歯周ポケットの奥深くに水または液剤を噴射できるように特別に設計されています。 
ピックポケット™チップを使用する場合、本体の水圧を最小に設定し、チップを歯に対して45度の角度であて、歯周
ポケットにゆっくりと差し込み使用します。 

舌クリーナーチップ 
水圧を最小に設定し、舌中央付近にチップを置きます。軽く押しあてながら手前に引きます。お好みに合わせて水
圧を調節してください。

歯列矯正用チップ
歯列矯正用チップを使用する場合、歯茎に沿ってチップをゆっくりとなめらかに動かし、少し静止させて歯と歯の
間と矯正用ブラケットの周りを軽くブラッシングしてから、次の歯に移動します。

電源オフ
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歯ブラシチップ
歯ブラシチップを口の中に入れ、歯茎に沿ってブラシヘッドを歯にあてます。歯ブラシチップは歯磨き粉をつけて
もつけなくても使用できます。軽い力（毛が曲がらない程度）で手動歯ブラシと同じように短いストロークでブラ
シを前後に動かします。

プラークシーカー™チップ
プラークシーカー™チップを使用する場合、毛が歯に優しく触れる程度にチップを歯に近づけます。  
歯茎に沿ってチップをゆっくりとなめらかに動かし、歯と歯の間で少し静止させて、優しくブラシをかけ、水が歯と
歯の間を流れるようにします。 

注意
これらのチップはすべてのモデルに付属しているわけではありません。 
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WATERPIK®ウォーターフロッサーのお手入れと困ったときの対処方法

マウスウォッシュとその他の液剤を使用した場合
Waterpik®ウォーターフロッサーは、マウスウォッシュや液剤を使用できます。
水以外の液剤を使用した後は、詰まりを防ぐため、タンクにぬるま湯を注ぎ、
チップをシンクに向けた状態でタンクが空になるまで本体を作動させてくだ
さい。

お手入れ方法（毎回）

●本体
電源をOFFにし、柔らかい布と研磨剤を含んでいない中性洗剤を使用して、
必要に応じて製品を拭いてください。
●タンク
中の水を捨て、風通しの良い場所で乾燥させてください。表面の汚れは柔
らかい布と研磨剤を含んでいない中性洗剤を使用して、拭いてください。
食器洗い機での洗浄も上の棚であれば可能です。（チップは食器洗い機で
洗えません）
●チップ
柔らかい布と研磨剤を含んでいない中性洗剤を使用して、拭いてください。

注意
・ 本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かないでく
ださい。表面に損傷を与える原因となります。

・ 本体を水に浸さないでください。

本体内部の洗浄（1～ 3か月に1回）
使用する水のミネラル成分によって水あかが本体に付着する場合があり
ます。
放置すると性能低下の原因となります。

１． 水またはぬるま湯で満たしたタンクに、大さじ2杯のホワイトビネ
ガーまたは穀物酢を加えます。

２． ハンドルとチップをシンクに向け、本体をタンクが空になるまで作
動させます。

３． きれいな水またはぬるま湯でタンクを満たし、同じ手順を3回程度
繰り返してすすぎます。
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単三形電池の取り扱いと廃棄
• 本製品は アルカリ電池および NiMH （ニッケル水素） 充電式電池を使
用できます。

• 電池は+- 極を確かめ、正しい向きに入れてください。
• 消耗した電池は、ウォーターフロッサーから取り外し、自治体の分別
ルールに従って廃棄してください。

• 電源端子をショートさせないでください。
• 電池を燃やさないでください。
• 使用する単三形電池の種類と品質は、製品の性能に影響を与えます。
• 電池交換の際は、同じタイプで同じブランドの新品の電池を使用して
ください。

• フロスの性能が低下してきたら、電池を交換してください。 
• 本製品を長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
• 一般的な電池の寿命は、約 40 回の使用が目安です。
• 電池に表示してある注意内容を必ず守る。
• 使い切った電池は、すぐに取り出す。
• 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
• NiMH（ニッケル水素）充電式電池を使用するときは、電池と充電器
の取扱説明書を読み、正しく使用する。

注意
リチウム電池を使用した場合、製品保証の対象外となります。また、本体
破損の原因となります。

保管のしかた
• 使用後は、必ず水分を拭き取り十分に乾燥させてから保管してください。
本体に水分がついた状態で放置すると、本体内部が腐食する原因とな
ります。

• 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
• 長期間使用しないときは、単三形電池を抜いて保管してください。
• 火のそばや直射日光の下、浴室など高温多湿の場所、不安定な場所に
放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。

• 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について
• 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安
全に動作することを確認してから使用してください。

• 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障
かな？と思ったら」（P.30）を参照して、症状についてご確認ください。
それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細を
ご用意のうえヤーマンコールセンター（P.32）までご相談ください。

• 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相
談ください。
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故障かな？と思ったら

- 新しい電池に交換する。
- チップを外した状態で動作させる。動作したら、チッ
プを交換する。
- タンクを外して動作させる。動作したら、吸水口（白
い吸水ホースの先端部）をクリーニングする。

- 金属製のネジを折れたチップの先端にねじ込む。
- チップ取り外しボタンを押し、ネジの頭を持って引
き抜く。
- 目に見えるタンクの亀裂がある場合タンクを交換す
る。ヤーマンコールセンター（P.32) へお問い合わせ
ください。
- チップを交換して、正常に作動するか確認する。
- マウスウォッシュや過酸化ナトリウム等の化学薬品
を使用した場合、チップ差し込み穴を水で洗い流す。

- クリーニングをする。

こんな症状 考えられる原因 対処法
電源が入らない 

水圧が低い、 
もしくは出ない

チップが折れて 
取り外せない

水漏れがする

使用中にチップが 
外れた

機器がロックアウトモードになっている可能性がありま
す。下記の状態の時にロックアウトモードになります。
- 単三型電池が入っていない。または電池が消耗し
ている。
- チップが詰まっている。
- 気温が -1.1℃～ 4.4℃を下回っている。
- 本体側の吸水口（白い吸水ホースの先端部）が詰
まっている。機器の落下、長期間放置されていた。

チップが詰まった、吸水口（白い吸水ホースの先端部）
が詰まっている、添加物を使用した、クリーニングが
不十分、使用準備が不十分
機器を落下させた

チップが詰まった、タンクの排出口が詰まっている、
添加物を使用した、クリーニングが不十分、使用準
備が不十分
チップに汚れが付着している、
チップや本体が故障している
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よくあるご質問

チップや付属品はどこで購入できますか。
ヤーマンコールセンターへお問い合わせください。

保証期間はどれくらいですか。
お買い上げから1年間です。

タンクの水はどれくらいの量で何秒くらいもちますか。
タンク容量は約148ml（約 30 秒間）です。

ウォーターフロスの水圧はどれくらいですか。
45 ～75PSI の間で 2段階に調節できます。

電池はどれくらい持ちますか。
新品のアルカリ乾電池を使用して約40回程度の使用が目安です。

水以外の液体と一緒に使用することはできますか？
マウスウォッシュ等の液剤を使用することができます。使用した後
は、毎回タンクにきれいな水を満タンに入れて機器をクリーニング
してください。十分に洗い流さなかった場合、故障や機能低下の
原因やバクテリアの繁殖に繋がることもあります。ヨウ素、塩分
を含んだ水や非水溶性の精油等は使用できません。

よくあるご質問
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保証 について

廃棄について
• 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

製品仕様

電源方式 乾電池式
乾電池 単三形乾電池　3本　※アルカリまたはニッケル水素
外形寸法 約W64xD92xH299(mm)　チップ装着時
製品質量 約340g
タンク容量 約148ml（約30秒間使用可能）
付属品 ジェットチップ…2本、歯列矯正用チップ…1本、単三形アルカリ乾電池（お試し用）…3本、 

取扱説明書（保証書付）
材質 本体：ABS樹脂、タンク：コポリエステル、チップ：コポリエステル/ABS樹脂
原産国 中国

お問い合わせ先

 

本製品の保証・修理など、ご不明な点に関しては、下記コールセンターまでお問い合わせください。

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混みあっております。

ヤーマンコールセンター
受付 9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く） (通話料無料）0120-776-282

固定電話など

(通話料有料）0570-550-637
携帯電話・PHS 
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保証について
通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。
• また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
• 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
• 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
• 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.32）にご相談ください。

無料修理規定
1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故
障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。

2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご
持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。

3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない
場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。

5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
（イ） 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
（ロ） お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
（ハ） 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障

および損傷。

※本書はこれに明示した期間 ・ 条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、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等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

（ニ） 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
（ホ） 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
（ヘ） 一般家庭以外（例えば業務用の長時間）に使用された場合の

故障及び損傷。
（ト） 車輌・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
（チ） お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
（リ） 保証書のご提示がない場合。
（ヌ） 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印が

ない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
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保証書No.___________

口腔洗浄器品 名 型 番

期 間対 象 部 分

形 名

WF-03

WaterPik® ウォーターフロッサー

本体のみ（チップは付属品の
ため保証対象外です）

店名・住所・電話
ご購入日のわかる明細を貼付
または本保証書とあわせて
保管してください。

販売店様へのお願い　必ず※印欄をご記入 ・ ご捺印の上お客様へお渡しください。
●  所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシー
ト・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

● 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

お買い上げ日から 
１年間

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書を
ご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
・  補修用性能部品の保有期間 
当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有して
います。 
※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

・  個人情報の取扱いについて 
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ 
（https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/）を 
ご参照ください。

・  利用目的 
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利
用いたします。 
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録
を残すことがあります。 
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4
ヤーマン株式会社
販売元

無
料
修
理
保
証

※
販
売
者
名

持込修理

www.ya-man.com
FN 20028036-F AA 
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