歯＆歯茎ケアロールブラシ
クルンソニックプレミアム
“掃き出す”ではなく“絡め取る”！
ツルツル感にやみつき！
ポイント１ 一般的な歯ブラシ約20本分！約15,000本の毛が
回転しながら歯垢を「絡めとる」
ポイント２ 5つのモード＆強力振動＋回転するローラー形状だ
から、短時間で届かなかった根本やスキマまでスッキリ！
ポイント３ 電池式だったものからUSB充電式に。電池不要
だから買ったその日から充電して使えます。
ポイント４ 防滴機能はIPX7でお風呂でもOK。振動数も
毎分22,000回から32,000回にパワーアップしました。
用途：歯垢除去 歯ぐきケア 舌のケア
これ1本で歯＆歯ぐき、舌のケアまで！

品名 クルンソニックプレミアム
ブラシ部 日本製（耐熱温度80度）
振動部 中国製
電源 3.7V 50/60Hz
消費電力 約1W
振動数 約32,000回/分
動作温度 5℃～40℃
充電池 リチウム電池
連続使用時間 約60分
充電時間 満充電約12時間 DC5V 1A
自動停止時間 約2分（30秒ごと一時停止）
防水等級 IPX7
材質 ABS樹脂 ナイロン
樹脂 シリコン
電池寿命 約24カ月
ブラシ寿命 約3カ月
寸法
約213㎜（H）×25㎜（W）×25㎜（D）
重量 約54g
カラー：ホワイト ピンク ブルー

クルンソニック
プレミアム本体
標準小売価格
６０００円 税別

交換用ブラシ
クルンソニックプレミアム
＆プレミアムプラス用
交換用ブラシ３本入り
標準小売価格
２０００円 税別

歯＆歯茎ケアロールブラシ
クルンソニックプレミアムプラス
置くだけ簡単充電！ 歯磨きに革命を！
毛先で「絡め取る」回転歯ブラシ
ポイント１ 一般的な歯ブラシ約20本分！
約15,000本の毛が回転しながら歯垢を「絡めとる」
ポイント２ 今までの高機能はそのままに、
非接触充電とブラシスタンドが追加された上位機種
「プレミアムプラス」
ポイント３ 電池式だったものからUSB充電式に。
電池不要だから買ったその日から充電して使えます。
ポイント４ 防滴機能はIPX7でお風呂でもOK。非接
触充電なので更に防水性能がアップ！振動数も毎分
22,000回から32,000回にパワーアップしました。
用途：歯垢除去 歯ぐきケア 舌のケア
これ1本で歯＆歯ぐき、舌のケアまで！

ブラシの乾燥
保管も便利

クルンソニック
プレミアムプラス
本体
標準小売価格
７５００円 税別

品名 クルンソニックプレミアム＋（プラス）
ブラシ部 日本製（耐熱温度80度）
振動部 中国製
電源 3.7V 50/60Hz
消費電力 約1W
振動数 約32,000回/分
動作温度 5℃～40℃
充電池 リチウム電池
連続使用時間 約60分
充電時間 満充電約12時間 DC5V 1A
自動停止時間 約2分（30秒ごと一時停止）
防水等級 IPX7
材質 ABS樹脂 ナイロン
樹脂 シリコン
電池寿命 約24カ月
ブラシ寿命 約3カ月
寸法 約213㎜（H）×25㎜（W）×25㎜（D）
重量 約54g
カラー：ピンク ブルー
予備ブラシ１本付属
交換用ブラシ
クルンソニックプレミアム
＆プレミアムプラス用
交換用ブラシ３本入り
標準小売価格
２０００円 税別

歯＆歯茎ケアロールブラシ
クルンソニックポータブル

クルンソニックシリーズ最小サイズ。
ツルツル感にやみつき！

クルンソニック ポータブル 本体
標準小売価格 ３０００円 税別

キャップ付きで持ち運びが便利！
ポイント１ 一般的な歯ブラシ約20本分！約15,000本
の毛が回転しながら歯垢を「絡めとる」
ポイント２ 回転するローラー形状だから、短時間で
届かなかった根本やスキマまでスッキリ！
ポイント３ 携帯用に作られているため、お出かけの
際にもそのままポーチに入れられるため便利！
ポイント４

単4電池1本で充電の手間なし

用途：歯垢除去 歯ぐきケア 舌のケア
これ1本で歯＆歯ぐき、舌のケアまで！
交換用ブラシ
クルンソニック＆クルン
ソニックコンパクト用
交換用ブラシ３本入り
標準小売価格
１８００円 税別

●製品仕様（本体）
毛の材質 ナイロン 本体の材質 ABS
ブラシ部 日本製（耐熱温度80度）
振動部 中国製
重量 約 35G
（本体、先端部及びキャップ）
動作温度 5℃～40℃
防滴性能 IPX4 振動数
約 22,000 回／分以上（無負荷時）
消費電流 約 120mA 以下
電池寿命 約 3 か月
（1 回 2 分 1 日 2 回使用した場合、
室温 23 度）
使用電池：
単４型アルカリ乾電池×１個（別売）
本体カラー：
ホワイト イエロー ピンク ブルー
●製品仕様（リフィール 3 本入り）
毛の材質：ナイロン
柄材質：ABS
ブラシ部：日本製
（耐熱温度８０度）
重量：約 3G（先端部）
ケース材質：紙

歯＆歯茎ケアロールブラシ
クルンソニック
お手軽価格のクルンソニック！
ツルツル感にやみつき！
ポイント１：
一般的な歯ブラシ約20本分！
約15,000本（ミニサイズは12000本）の毛が回
転し歯垢を「絡めとる」
これ1本で歯と歯茎、舌のケアまで！
ポイント２：
回転するローラー形状だから、短時間で届かな
かった根本やスキマまでスッキリ！
ポイント３：
お求めやすい廉価版
ポイント４：
単4電池1本で充電の手間なし
用途：歯垢除去 歯ぐきケア 舌のケア
これ1本で歯＆歯ぐき、舌のケアまで！

レギュラーサイズ
ミニサイズ
クルンソニック本体
標準小売価格 ２０００円 税別

レギュラーサイズ
ミニサイズ
交換用ブラシ３本入り
標準小売価格 １８００円 税別

●製品仕様（本体）
毛の材質 ナイロン 本体の材質 ABS
ブラシ部 日本製（耐熱温度80度）
振動部 中国製
重量 約 35G（本体及び先端部）
動作温度 5℃～40℃
防滴性能 IPX4 振動数 約
22,000 回／分以上（無負荷時）
消費電流 約 120mA 以下
電池寿命 約 3 か月
（1 回 2 分 1 日 2 回使用した場合、
室温 23 度）
使用電池：
単４型アルカリ乾電池×１個（別売）
本体カラー（首周り部分）：
ピンク ブルー シルバー
●製品仕様（リフィール 3 本入り）
毛の材質：ナイロン
柄材質：ABS
ブラシ部：日本製（耐熱温度８０度）
重量：約 3G（先端部）
ケース材質：PP

歯＆歯茎ケアロールブラシ
ルンダ＆ルンダミニ

オーソドックスな手動式！歯医者さんで
褒められた！ツルツル感にやみつき！
ポイント１ 一般的な歯ブラシ約20本分！
約17,000本（ミニは12000本）の毛が回転しながら
歯垢を「絡めとる」
ポイント２ 回転するローラー形状だから、
短時間で届かなかった根本やスキマまでスッキリ！

●製品仕様（レギュラー）
毛の材質 ナイロン
本体の材質 PCTG（耐熱温度90度）
重量 約 35G
カラー：ピンク ブルー
ケース材質：PET
ルンダレギュラーサイズ
標準小売価格
８００円 税別

ポイント３ 上代800円 （ミニは750円）
お求めやすい価格帯

音波振動式歯周ケアロールブラシ「ルンダ」は、
通常の歯ブラシの20本分にも相当する約17,000本
（レギュラーサイズ）。

●製品仕様（ミニ）
毛の材質 ナイロン
本体の材質 PCTG（耐熱温度90度）
重量 約 30G
カラー：ピンク ブルー
ケース材質：PET

髪の毛よりも細い直径0.076mmの毛が、
毛細管現象によって歯垢を絡め取ることができます。
ルンダミニサイズ
これ1本で歯＆歯ぐき、舌のケアまで！
標準小売価格
７５０円 税別

歯周病、歯茎ケアに最適な歯ブラシ「クルン」
歯の上を転がすだけで歯の汚れを除去する、
不思議なカタチの歯ブラシ。
今、一般的に使われている歯ブラシの基本構造は、
100年以上変わっていません。
人の寿命＝歯の寿命が50年くらいの時代では、ふつうの歯ブラシ1本で寿
命まで歯が持つ方が多くいらっしゃいました。
しかし、現在人間の寿命は大きく伸び、現在の歯ブラシの性能では自身
の歯を寿命まで持たせるのは非常に困難になっています。

歯と歯茎の同時ケアが
これからの歯磨きの常識に

歯周病の原因の多くは、磨き残しの歯垢です！
「磨いた感」では歯垢は取れません。磨き心地が良いとついつい磨けていると勘違い
してしまいます。心地よい刺激のブラシ、泡立つ歯磨き粉、清涼感といった今の歯磨
きの常識は、磨いていると思わせてしまう一番の原因です。
多くの方が歯周病を患っています。歯磨きに必要なのは「磨いた感」ではなく、
「歯垢を取る」です。クルンシリーズは磨いた感はありませんが、歯ぐきを守りなが
ら歯垢を取っていきます。特に歯の根元に残りやすい歯垢がカンタンに取れていきま
す。これ1本で、同時に歯ぐきや舌のケアが出来るので非常に効率的です。

歯＆歯茎ケアロールブラシ
クルンシリーズ 使い方
ご使用時の大きなポイント！
１．歯磨き粉は少量で！
目安は米粒１～２粒分

２．ブラシの回転する方向に転がす！
擦るとこの歯ブラシの利点が活かせません

３．歯と歯茎の境目を特に重点的に！
歯垢の多くは歯と歯茎の境目に残留します

４．力を入れすぎないで縦にも横にも！
力を入れすぎると除去力が落ちてしまいます

５．歯ぐきのケアも忘れずに！
歯ぐきコロコロで唾液を出すことは重要です

６．最後に舌の上もやってみよう！
舌の上にも多くの雑菌が 口臭の原因にも

７．交換の目安は２～３か月
ブラシが回転しにくくなったら交換の目安
早目の交換がおすすめです。

クルン株式会社

会社概要

代表者：林 伸彦 中島 憲二
552-0001大阪市港区波除5丁目10番8号
■事業内容
・歯ブラシの製造および販売
・健康器具の製造及び販売
・福祉用具の製造及び販売
・酒類の輸出入及び販売
・前各号に附帯する一切の事業
■特許・商標
特許番号 第5783435号
実用新案 第3192559号
商標
第6323960号
商標
第5715164号
商標
第5794353号

クルン株式会社
お客様相談センター

ブラシ製造（公開）
電動歯ブラシ
「クルン」
「ルンダ」
「NEBLON」

■受賞歴
おもてなしセレクション2017
通商産業省 はばたく中小企業300社
ギフトショー 人気商品コンテスト大賞
ものづくりのプロ 大阪府「匠」選出

0120-993-221
電話受付 平日10：00～17：00
定休日 土日祝、お盆期間、年末年始

https://kurun.co.jp
shop@kurun.co.jp

