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しっかりした⻭磨きが習慣になるiPhone
アプリに惚れた！

『⻭磨き貯⾦』
バージョン：1.0.0
App Store価格：無料
（バージョンと価格は記事掲載時のものです）

 しっかり⻭磨きしているつもりなのに、なぜか⾍⻭がなくならな
い……。それなら『⻭磨き貯⾦』で⾃⼰流の⻭磨きを⾒直そう！

3Dアニメーションで具体的に⻭磨き指導

 ⻭磨き貯⾦は、3Dふうアニメーションと実践的な⽇本語ナレー
ションで⻭の磨きかたを指導するアプリ。アプリに合わせて⻭磨き
することで清潔な⼝内環境を維持し、結果的に⾍⻭や⻭周病を防げ
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セクシー⼥優を⾃分の思い通りに撮影できてヤバい
『PLAYGIRLS』をやってみた！

Amazonセール速報：Office付きで4万円切りの2in1
PC『MSI S100』がさらに2000円引き
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ル...

東京カメラ部 オリジナルカメラバッグ
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マニュアルなどのPDFファイルをiPhoneやiPadに保存
する⽅法

iPhone 6 Plusを衝撃から守ってくれる三次元デザイン
採⽤のアルミバンパー

iPhoneアプリ「想い出ガチャガチャ」でこども⼼を思
い出してみませんか？

999問すべて無料！最強のナンプレ（数独）アプリ
「ナンプレLv999」

Androidアプリ「想い出ガチャガチャ」でこども⼼を思
い出してみませんか？

【累計30万DL⽬前】｢まちがいさがし がんばれルルロ
ロ｣が⼤規模アップ...
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る！

 ⼀番奥の⻭のうしろ側とか下の⻭の内側とか「どの⻭にどのよう
に⻭ブラシを当て、どう動かすのか」が⼀⽬瞭然。洗⾯所の鏡にへ
ばりつかなくても、iPhoneを⾒ながらしっかり⻭を磨けそう。

⻭磨きに関する基本的なとこから教えて
くれる

 ⻭の磨きかたなどいちども習ったことがない筆者にとっては、⽬
からウロコの連続。デンタルフロスを併⽤するとか、⻭磨き粉の量
がこんなに少なくていいだなんてことも今回初めて知りまし
た……。これから⻭磨きを習慣づけたい⼦どもはもちろん、筆者の
ように、これまで⾃⼰流でなんとなく⻭磨きを続けてきた⼤⼈にも
おおいに役⽴つ。

磨きたい時間に合わせてプッシュ通知
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 「⾷べたら磨くのが⻭磨きの基本」とされているけど、とくに重
要なのが就寝前の⻭磨きなんだとか。⻭磨き貯⾦は毎⽇朝晩、指定
時刻にプッシュ通知できる。通知時刻を就寝前に設定しておこう。

⻭磨きの⽬安は約8分

 朝晩のプッシュ通知を利⽤にするには、⻭磨き貯⾦の設定画⾯で
事前に“お知らせ通知”を“ON”にし、朝晩の“通知時間”をそれぞれ
選択する必要があるよ。くれぐれもお忘れなく。
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ありがとう週アスLIVE with
AppBank ⼤盛況のうち...
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acer ChromeBook C720 （⽇本
正規品）
⽇本エイサー

7人が購入

トゥギャッター通信

iPhone6が1万円以上値上がり！円安
の影響を直撃か【...
4ヵ⽉間使ってわかった
Chromebookのホントのところ
⾞内がいつでもWiFi圏内！シガーソ
ケット接続モバイ...
セクシー⼥優を⾃分の思い通りに撮影
できてヤバい『P...
VRでセクシー⼥優を楽しみたいハッ
チがOculusのセッ...

4ヵ⽉間使ってわかった
Chromebook... 90 users

GoogleのChromebook（⽇本正規
品... 54 users

Ingress：ダウンロードはしたけど
⾯... 50 users

変態度が突き抜けて気持ちがいいサ
ム... 45 users

こだわり満載『東京カメラ部オリジ
ナ... 27 users
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 忙しい朝に便利なのが“⻭磨き速度”。1回の⻭磨きにかかる時間
は“通常”で約8分なんだけど、“速い”に変更すれば約6分30秒に短
縮できる。それでも「⻑ッ！」て思ったけど、ていねいに磨くとア
ッという間。「⻭磨き3分」という筆者の思い込み、反省で
す……。

継続すればご褒美がもらえる！

 やり込み要素というか、モチベーションを維持するしかけという
か、毎⽇⻭磨きを継続すると独⾃の“ごほうび”がもらえる。「ごほ
うびもらった〜」的な⾃慢ツイートはできないけど、ごほうびのコ
ンプリートを⽬指すうちに、⾃然と⻭磨きが習慣になる。

継続の途切れる⽇数を設定できる

Dell Chromebook 11 ノートブッ
クPC
(Cel2955U/2GB/16GB/11.6イ
ンチ/ChromeOS)
Chromebook11 15Q31 （⽇本正
規品）
Dell Computers
34,538円〜

5人が購入

AR.Drone 2.0 Power Edition
(「HDバッテリー」×2本、「カラ
ープロペラ」×3⾊同梱)
パロット
42,093円〜

1人が購入

Panasonic VIERA ビエラ 地上・
BS・110度CSデジタルハイビジョ
ン液晶テレビ 50v型 TH-50A305

1人が購入

(モンベル)mont-bell ライトアルパ
イン ダウンベスト Men's
1101432 BK ブラック XL

1人が購入

Amazon.co.jp
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 「わずか1⽇、磨き忘れたせいで連続記録が途切れ、ごほうびが
もらえない」のは厳しすぎる。“うっかり上限⽇数”に“1”と⼊⼒し
ておけば、1⽇の磨き忘れでは連続記録は途切れないので安⼼。

 より魅⼒的なごほうびが欲しい場合は“ごほうび設定”の内容を変
更し、⾃分だけの内容にカスタムすればオーケー！ ⼦どもの
iPhoneに⻭磨き貯⾦をインストールしてあげる場合は、パスワー
ドも変更しておくと、ごほうびの内容を勝⼿に変更されずに済む
よ。

 不便なのは、⻭磨き中にiPhoneの画⾯がロックされるのと、
iPhoneのミュートをそのつど解除しないとナレーションが聞こえ
ない点。今後この2点が改善されたら、さらに使いやすくなるね！

『⻭磨き貯⾦』
App Store価格：無料
（価格は記事掲載時点のものです）
作者：Kiyoshi Amano
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