
浄水のデジタル時代へようこそ。
いつも、清潔なボトルから純水を。  

水を入れるだけ



私たちは LARQです。 

化学薬品なし、洗浄なし、妥協なし。

革新的なテクノロジーと、興味をそそるデザインとを組み合わせ、環
境に優しく簡単に、純良な飲料水を飲めるようにする。LARQはこの
シンプルなビジョンから生まれました。不快なニオイの染みついたウ
ォーターボトルを、太陽の力でデジタル時代仕様に進化させます。 

飲み物が人を作る。So #DrinkBrilliantly™ 

私たちの製品は、外観も使い心地も秀逸です。いつでもどこでも使う
ことができ、より健康的で環境に優しく、しかも世界で最も美しい、
水分補給製品の自信作です。 

 



LARQ Bottle Movement: 
強力ながら軽量。

PureVis™ テクノロジー 

280nm UV-C LEDライトが、ニオイの原因となる有害なバクテリ
アを最大99.9999%*中和します。世界初の水銀不使用携帯UV-C
浄水技術です。 

USB充電式 

リチウムポリマー電池で動作するLARQ Bottle Movement、フ
ル充電で最大1か月*持続し、MicroUSB経由で充電します。便利、
安心、シンプル - 理想のお手軽さを実現しました。   

超軽量ステンレス構造

ボトルはすべて電解研磨された18-8ステンレス製。PureVis™の効
果を最適化します。携帯用に設計されたLARQ Bottle Movement、
単一壁の非絶縁構造で、重さを感じさせません。 

賢く起動 

LARQ Bottle Movement 2時間ごとに10秒の自己洗浄モードを
賢く起動し、細菌を寄せ付けません。不快なニオイ知らずです。
 

* アドベンチャーモードの場合。 

** 1日3~4サイクルとした場合の推定使用量です。通常モードでは最大4週間、
アドベンチャーモードでは最大10~12日間使用できます。
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はじめに  

LARQを解錠し、純水を解き放つ

[     アイコン] を5秒間押し続けると、ボトルが初めて解錠されます。
白色のライトが点滅し、解錠されて浄化アクションの準備ができたこ
とをお知らせします。  

充電で浄化力をチャージする 

電源を投入しましょう! ボトルのキャップを外し、LARQ MicroUSBコ
ネクタをキャップに挿入します。次にUSBの端をUSB壁充電器かノー
トパソコンのUSBソケットに差し込み、電池が完全に充電されるのを
待ちます。LARQ Bottle Movement付属USBケーブル以外のUSBケ
ーブルで充電しないでください。

緑色のライト（明滅）
充電中です! 

緑色のライト（常時点灯）
充電が完了しました! 

緑色のライト（点滅）
電池残量がわずかです。浄化モードの前後には 2 回点滅します。 

赤いライト（点滅）
大変! 何らかの問題が発生しています。
livelarq.com/warranty-claimをご参照ください。 



*沈殿物のない澄んだ水をご使用ください。水が濁っている場合、LARQ Bottle 
Movement 浄化する前にろ過してください。  

Step 3

待っている間に、ボトルを静かに振るか、とっておきのウォーターダンス
を踊り、UV光の浄化力を均等に分散させましょう。完了です! 清潔なボ
トルからほとばしり出る純水をお楽しみください。#DrinkBrilliantly  

通常モード
スカイブルーのライトの明滅。 

アドベンチャーモード
青色のライト（点滅）。

安全モード（光センサー）
ボトルの外で起動すると、橙色のライトが点灯します。 

安全モード
ボトルの外で作動すると、橙色のライトが点滅します。

純水まであと数ステップです。

Step 1

ボトルの図に示されている目盛りまで、澄んだ水*を充填します。 

Step 2

キャップをしっかりと締めて     ボタンを押すと浄化が始まります - 通常モ
ードでは1 回、アドベンチャーモードでは2 回押してください。(キャップを
外したり、   ボタンを押したりして浄化サイクルを中断しないでください! )





どのモードを使用すればよいのですか?  

通常モード 

信頼できる供給源から飲料水が欲しいときに。1 回押すと通常モード
が起動します（60秒サイクルでスカイブルーのライトが明滅）。 

アドベンチャーモード 

浄化力をもっと高めたいときに。2 回押すとアドベンチャーモードが
起動します（3分サイクルで青色のライトが点滅）。 

自己洗浄モード 

LARQ Bottle Movement  清潔な状態が大好きです。そのため、2 時
間ごとに、自己洗浄モード（10秒サイクルでスカイブルーの光が明滅）
が賢く起動します。    

 トラベルロック 

世界旅行にお出かけですか? 5秒間押せばトラベルロックが有効にな
ります。（トラベルロックは自己洗浄モードを無効にし、移動中や保
管中の電池寿命を節約します） 



LARQ: ソリューションの一部に  

1%をいつまでも

世界では毎分 100万本のペットボトルが購入されています。回収され
たもののうち、新しいボトルに生まれ変わるものはわずか7%です。ほ
とんどのペットボトルは、埋め立てに使われるか、海に行き着きます。

この統計の一部にはなりたくないものです。テクノロジーとデザイン
には、地球をよりよい方向に変える能力があると、LARQは考えてい
ます。収益の一部はチャリティーパートナーに寄付されます。環境を
守り、数十億人に安全な飲料水を届ける、地球のための1%です。  

お困りの際には 

LARQ Bottle Movement  についてご質問がおありですか？よくある
ご質問はlivelarq.com/support  よりご覧いただけます。または 
hello@livelarq.com のカスタマーサポートチームにお問合せください。  

LARQがお好きですか？  

私たちもです。LARQ Bottle Movement  の写真をぜひシェアしてく
ださい。掲載させていただきます! @LARQ官方 #DrinkBrilliantly 

LARQ 無断複写・転載を禁じます。 
カリフォルニアで設計。
中国で製造。 



お客様のご責任において、すべての製品の説明と警告（製品の梱包に記載
された説明および警告、ならびにオンラインユーザーマニュアルを含むが
これに限定されない）をよくご理解ください。

オンラインの取扱説明書に記載されているすべてのユーザー指示に従い、
常に指示および警告に従ってLARQ（または「製品」）を適切に使用してく
ださい。説明書、警告および保証情報の全文は、livelarq.com のウェブサ
イトをご覧ください。

警告と注意事項

LARQボトルとボトルキャップの使用に際しては、必ず説明に従ってくださ
い。LARQボトルを不適切に使用すると怪我をするおそれがあります。本製
品をご使用になる前に、すべての警告と注意事項を熟読し、理解してくださ
い。製品パッケージや取扱説明書に記載されていない方法でLARQボトルを
使用しないでください。

! 重要：本製品は、お子様によるご使用には適していません。本製品には小
さな部品が含まれているため、小さなお子様（特に3歳未満のお子様）に危
険を及ぼすおそれがあります。製品および危険な機器（電池を使用するも
のを含む）は、小さなお子様のお手の届かないところに保管してください!

ご注意：紫外線照射にお気を付けください。光を直視しないでください。紫
外線への曝露は目や皮膚を刺激したり、その他の有害な影響を及ぼしたり
する可能性があります。
 
•  LARQボトルキャップはLARQボトルにのみ使用してください。LARQボト

ルキャップがLARQボトルにしっかりと固定されていないときに電源を入
れたり操作したりしないでください。

•  安全性と有効性を確保するため、LARQボトル以外のボトルでUV浄化シス
テムを使用しないでください。UV浄水効果は、LARQボトルでのみ試験さ
れています。LARQは、十分に試験または評価されていない代替ボトルデ 
ザインで使用された場合のUVの有効性を保証いたしかねます。



•  絶対にLARQボトルやボトルキャップを加工したり、開いたり、改造したり
しないでくださLARQまたはその部品が誤動作するか、意図した通りに機
能しない場合には、ただちに使用を中止してくださいLARQやその部品を
開いたり、修理しようとしたりしないでください。

•  UV-Cライトは高電圧デバイスです。高電圧ショックの原因となりますので、
内部回路を開いたり、露出したり、改造したり、触れたりしないでください。
UV-Cライトアセンブリの電子回路基板を取り外したり改造したりすると、ユ
ーザーや本製品に怪我や損傷を与える可能性があり、すべての保証は無効
となります。

•  危険や感電の危険を避けるため、本製品は雨や液体を避けて保管してくだ
さい。水の近くで充電器を使用しないでください（バスタブ、洗面器、キッ
チンシンク、洗濯槽、プールの近くなど）。

•  湿った清潔な布で本製品の外側を拭いてください。強力な洗浄スプレー
や液体、同様の化学薬品を本製品に使用しないでください。

•  充電する際には、製品説明書またはユーザーマニュアルの説明に従っての
みアダプターを接続してください。電池の充電は大人が行ってください。
LARQボトルに付属のUSBケーブル以外のUSBケーブルで充電しないでく
ださい。

•  浄化サイクルの進行中にボトルキャップを取り外さないでください。浄化
サイクル中に、最初にキャンセルせずにキャップを外すと、LARQボトルの
自動安全プロトコルがサイクルをキャンセルし、UV-Cライトをオフにして、
紫外線との接触による目や皮膚の損傷を防ぎます。

•  浄化サイクルをキャンセルするには、まずキャップの上部にあるボタンを
押し、キャップを安全に取り外します。

•  光源として使用しないでください。

•  製品を氷点下や32°Cを超える温度にさらさないでください。

•  実験用ビーカーなどの容器の中でキャップを操作しないでください。

•  キャップのUV-Cライトは、唇や、ライトが届かないボトル外面の水を消毒
することを目的としていません。飲用容器の外面（水を飲む際に口が接触



  する部分）を消毒することは意図されていません。ご使用前に、ボトルとキ
ャップが適切に洗浄されていることをご確認ください。

•  他の水処理システムと同様に、常に利用可能なバックアップ方法をご用意
ください。

•  UV-Cライトに衝撃を与えないでください。キャップやUV-Cライトアセン
ブリにひびが入ったり、欠けたり、破損したりしている場合には操作しな
いでください。適切な廃棄方法やご返品についての詳細は、LARQカスタ
マーサービスにお問合せになるか、livelarq.com をご覧ください。

•  慎重に管理された微生物試験が行われていますが、キャップのUV-Cライ
トを消費者が実際に使用した場合、実験室での試験データとは異なる結
果が出る可能性があります。



廃棄（米国にお住まいのお客様のみ）

LARQボトルキャップには充電式リチウムポリマー電池が内蔵されており、
電池を内蔵するキャップは適切に廃棄する必要があります。電池を取り外さ
ないでください。電池を内蔵する製品は、適用法に従って廃棄してください。
製品や電池を火中に投じたり、火気と接触させたりしないでください。電池
を含む製品の廃棄に関する情報につきましては、最寄りの自治体にお問合
せください。

廃棄（EUにお住いのお客様のみ）

ヨーロッパの法律で義務付けられている場合にのみ、廃棄の際に充電式電
池を取り外してください。

LARQボトルのキャップには、適切に廃棄する必要のある充電式リチウムポ
リマー電池が内蔵されています。製品を廃棄する際以外には、電池を製品か
ら取り外さないでください。電池を製品から取り出して廃棄する前に、電池
の充電が完全に空になっていることを確認してください。電池の処理は適用
法に従って行ってください。



充電式電池の取り外し

電池を取り外す際には、電池が完全に空になっていることを確認してください。
以下の手順に従うときには安全上の注意を守ってください。合せください。

シリコンカバーに十字の切り込みを入れます。1 .

2. 上部のプラスチックカバーを外します。

3. PCBを押し開け、緩めます。

4. PCBから配線を切り取ります。

5. 電池を取り外します。電池に穴を開けない
でください。

6. 電池の両端にテープを貼ります。



免責事項

本製品はお客様自身の責任においてご使用ください。お客様は、本製品の
利用に固有または関連するリスクがあることを十分に認識した上で、自主的
にこれを使用しており、物的損害または損失および/または重傷（ショックや
死亡を含む）のリスクを含むがこれらに限定されない、製品の所有または使
用に関連する、またはこれらから生じる可能性のあるすべてのリスクを想定
し、受け入れるものと理解されます。
 
LARQおよびその小売業者は、本製品の使用または所持に起因する物理的
またはその他の直接的・間接的な傷害や損害に対する一切の責任を負わな
いものとします。LARQ  は本出版物を改訂し、かかる改訂または変更につい
ていかなる人物にも通知する義務を負うことなく、その内容を随時変更する
権利を留保します。製品モデルはLARQ  の裁量により、改善を目的として随
時予告なく変更されることがあります。
 
限定製品保証、保証の否認、責任の制限、リリースおよび補償に関する完全
な情報につきましては、LARQ のウェブサイトlivelarq.com をご参照ください。
 

LARQ 無断複写・転載を禁じます。 
カリフォルニアで設計。
中国で製造。
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