水で洗えて、手軽に洗浄 !

洗浄時間のめやす
● メガネ・入れ歯・歯ブラシ・くし・金属装身具 …………………… 60 秒〜120 秒

時計やメガネ、アクセサリー等には目には見えない汚れが溜まっています。
超音波洗浄器なら、気泡がはじけるときにできる衝撃波が、手のとど

● 電気カミソリ刃・腕時計の金属バンド ………………………………180 秒〜240 秒
※上記は洗浄時間のめやすです。汚れ落ち具合を確認後、1分単位で洗浄を追加してください。
過度に洗浄すると、洗浄物が破損する場合もございますのでご注意ください。

シチズン超音波洗浄器

かない隙間の汚れを粉砕します。
布やブラシでは落としきれない汚れをスッキリと取り除きます。

使用上の注意

安心設計

ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

● 保護回路（サーモスタット）内蔵で過熱を防ぎます。

●ペースメーカー等の体内機器を装着されている方はご使用
にならないでください。

● 洗浄中はランプが点灯します。

超音波でミクロの汚れが落ちるしくみ
振動子による超音波の振動で、水中に目に見えない気泡（キャビテーション）
が無数に発生します。その気泡（キャビテーション）のはじける瞬間にでる衝
撃波が手のとどかない微細なすき間の汚れを粉砕して、布やブラシ、水流で
は落ちない汚れをスッキリ取り除きます。

衝撃波

●本体を水につけて丸洗いしたり、高温下や湿気の多い場所で保管したりします
と故障の原因になります。
●連続使用されたり、高温下で使用されますと、過熱防止の保護回路が働き
停止することがありますが、その場合はコンセントから抜いて30分以上休止
し、本体が冷えてから使用してください。
●べっ甲、象牙、珊瑚、
エメラルド、真珠、
コハク、翡翠などのやわらかい貴石を使用
した製品、
漆器や木製品には使用しないでください。
●時計本体（防水型を含む）には使用しないでください。
●メガネにヒビ・キズのあるものは使用しないでください。
●コンタクトレンズは使用しないでください。

超音波

●洗浄に消毒剤・滅菌剤等を使用しますと樹脂材が変質し故障の原因になります。

お問い合わせ・ご用命は

気泡（キャビテーション）

色々なもののミクロの汚れを落とします
〈洗浄できるもの〉
●メガネ

●歯ブラシ

商品に関するご相談・お問い合わせは、弊社お客様相談室でお受けいたします。
受付時間：10 〜17 時

●貴金属
・腕時計の金属バンド

●入れ歯
・電気カミソリ刃

・万年筆のペン先

0120 - 8 8 - 6295

…など

※本体のサイズによって洗浄できないものもあります。

月〜金（祝祭日、年末年始を除く） 通話料金は無料です。

●

SW5800

は、
シチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

● ご購入の際は、販売店、購入年月日等を記入した保証書を必ずお受け取りのうえ、大切に保管してください。
● 製品の仕様は、
改善のため予告なく変更することがあります。

超音波洗浄器で
洗浄できないもの

■ べっ甲（メガネなど）

■ 宝石（真珠、トルコ石、オパール、翡翠、

■ 宝石付きの貴金属やメガネ

■ エメラルド、珊瑚、コハクなど）

■ 象牙・石材・木製品

■ 偏光レンズ付のメガネやサングラス
■ キズやはがれなどがあるメガネフレームなど

● 製品に不明な点がありましたらお買い上げ店又はシチズン・システムズ株式会社 お客様相談室までお問い合わせください。
● 本体画面の数値は一例です。

WL100

http://www.citizen-systems.co.jp
〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12

E-mail : support@systems.citizen.co.jp
121120
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SW1500

● 製品の色は、
印刷の関係で実際の色とは若干異なる場合があります。

■ 腕時計本体（防水型を含む） ■ メガネのレンズがプラスチック製の場合
■ コンタクトレンズ

SWS701
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SWS701

SW5800

SW1500

小物の洗浄に適したコンパクトサイズ

5 段階オートタイマー機能付きでかんたん操作

2 つの振動子でダブルのパワー洗浄

15,750 円（税込）

オープン価格

オープン価格

洗浄槽をアクセサリーや入れ歯など小物に適したサイズに設計したコ
ンパクトなデザインです。洗浄物を一度に出し入れしやすい洗浄トレー
も付属しています。

5段階のオートタイマー機能付きで、汚れの度合いに応じて洗浄時間を
設定できます。洗浄中はランプが点灯し、タイマーはカウントダウン
表示します。

洗浄槽着脱式

アクセサリー・時計バンドも洗浄

メガネの洗浄もできる大型槽

本体と洗浄槽が分離できるので、

時計バンド洗浄ホルダーや、アクセサリーの洗浄に便利な洗浄カゴ付き。

● メガネの場合、両眼レンズにキャビテーション効果が発揮できます。

希望小売価格

2つの振動子による超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡
（キャビテーション）
が無数に発生します。

また、左右別々の物を洗浄することができます。

洗浄後の排水がかんたんです。

● 小物の洗浄に便利な専用のステンレス洗浄カップ
付き。

●時計バンド洗浄ホルダー ●洗浄カゴ
●洗浄トレー
販売名

シチズン超音波洗浄器

超音波周波数

45kHz

電源電圧

本体：DC 7.5V

消費電力

7.5W

タイマー

●メガネも洗浄できます。

●キャリングケース

※洗浄できるメガネの幅は
最大140mmです。

販売名

シチズン超音波洗浄器

販売名

シチズン超音波洗浄器

超音波周波数

42kHz

超音波周波数

43kHz

電源電圧

AC100Ｖ 50/60Ｈｚ
（電源コード1.6ｍ）

電源電圧

AC100Ｖ 50/60Ｈｚ
（電源コード1.2ｍ）

消費電力

26Ｗ

消費電力

40Ｗ

オートパワーオフ
（約5分）

タイマー

5段階
（300、
240、
180、
120、
60秒）

タイマー

オートパワーオフ
（約5分）

洗浄槽材質

ステンレス

洗浄槽材質

ステンレス

洗浄槽材質

ステンレス

洗浄槽容積

上限基準線 約145ml

洗浄槽容積

上限基準線 約600ｍｌ

洗浄槽容積

上限基準線 約570ml

洗浄槽外形寸法

約

幅107 × 奥行89 × 高さ72mm

洗浄槽内形寸法

約 幅148 × 奥行125 × 深さ45mm

洗浄槽内形寸法

約

幅182 × 奥行86 × 深さ56mm

洗浄槽内形寸法

約

幅85 × 奥行70 × 深さ39mm

製品寸法

約

製品寸法

約

幅217 × 奥行120 × 高さ113mm

製品寸法

約

幅107 × 奥行114 × 高さ80mm

製品質量

約1,000ｇ

製品質量

約1,050ｇ

製品質量

約360g （内洗浄槽質量

付属品

時計バンド洗浄ホルダー、
洗浄カゴ、取扱説明書（保証書付）

付属品

ステンレス洗浄カップ、取扱説明書（保証書付）

付属品

洗浄槽
（TANK-SWS701）
、洗浄トレー、
キャリングケース、
ACアダプター、取扱説明書（保証書付）

JANコード

4562191600262

JANコード

4562191600934

JANコード

4562191601870

SWS701

ACアダプター：100〜240V

50/60Hz

約210 g ）

WL100
TANK-SWS701

SW5800

幅210 × 奥行153 × 高さ122mm

〈ミクロマジック〉

ガンコな汚れを落とすための専用洗浄液

別売り洗浄槽

洗浄物別に分けた使い方が可能です。

販売名

超音波洗浄器専用洗浄液 WL100

液性

中性

● 蓄積された汚れが、1 回の洗浄で見違えるほどきれいになります。

成分

希望小売価格

SWS701専用洗浄槽

付属品

洗浄トレー

JANコード

4562191601900
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オープン価格

TANK-SWS701

735 円（税込）

● 時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分でできています。

家族内でのｍｙ洗浄槽としての使用や、

販売名

SW1500

● 人に優しく、生活排水として廃棄できます。
● シチズン時計㈱との共同開発です。
● キャップ 1 杯分（約 5ml）でしっかり洗浄。

界面活性剤18.6％
（ポリオキシエチレンアルキルエーテル、トリアルキルアミンオキシド）

内容量

100ml（約20回分）
、使用量キャップ1杯
（約5ml）

用途

時計バンド、
メガネの洗浄

JANコード

4562191600453
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