
取扱説明書 ご使用前に必ずお読みください。
お読みになった後は大切に保管してください。

本製品は飲み物に香りをプラスして味を生み出す
新感覚フレーバープラスオンボトルです。

各部の名称

10
５

安全にご使用いただくために、 必ずお守りください ご使用方法

ご注意とお願い

●乳幼児には使用させない。 また手の

届くところに保管しない。
誤飲やケガの恐れががあります。

●使用しないときはキャップを確実に締める

内部飲み物の漏れや故障の原因になります。

●付属品のフレーバーリングは必ずつ

けた状態で使用する。

水漏れ、 汚れの原因になります

●製品を振らない

内部飲み物の漏れや故障の原因になります。

●飲み物はその日のうちに飲み切る

腐敗の原因になります。 また故障や汚れの原因に

なります。

●電子レンジで加熱をしない

火災の可能性があります。 変形、 故障の原因になりま

す。

●直火、 ヒーターを使用しない

火災の可能性があります。 変形、 故障の原因に

なります。

●本製品の付属品以外を装着しない

内部飲み物の漏れや故障の原因になります。

●熱い飲み物は入れない

●飲み物は既定の量を超えて入れない ●付属のフレーバーリングの誤飲に注意

●次のものは入れない。 又は必ず注意を守って使用する

●バックにいれるときは縦にして置く

炭酸水 ・炭酸飲料

▲注意
発泡性の飲料を入れる場合

は、 途中でキャップを締め

ずに一度に飲み切ってくださ

い。 吹き出し防止

乳飲料 ・果汁

×
成分が腐敗する事がありま

す。 長時間放置した場合

は内部の飲料が吹き出る場

合があります。

禁止

お茶の葉 ・果肉

×
吸い口や通気口が詰まり本

来の機能が失われる事があ

ります。

禁止

スープなど （塩分）

×
内部のステンレスが錆びや

すくなります。 粘性がある液

体は通気口が詰まり機能が

失われる場合があります。

禁止

1.5cm

1.5cm

ボトルの肩の位置から

1.5cm 下を超えて入れない

でください。本来の機能を

発揮できない場合がありま

す。

本製品は傾けて吸込む方法

で使用する為、60℃を超え

る飲み物には適しません。

やけどの危険があります。

使用中、使用済みのフレーバーリ

ングは、甘い香りなどが誤飲・誤

食の原因となります。取扱いには

十分注意を払ってください。

万一の漏れを防ぐために、

キャップは確実に絞めてボトル

は立てて持ち運んでください。

●キャップを外したまま逆さまにしない
キャップを外したまま倒した

り、 逆さまにすると中の飲み

物が吸い口から漏れます。

●キャップを外す時、 漏れに注意する
キャップは吸い口の栓になってい

ますが、 横にしたり振ったときに

キャップ内に飲み物がたまってい

る場合があります。 必ず確認して

からご使用ください。

60℃以下

×

１． ボトルから中栓を取り出して本体の洗浄

２． 飲み物を入れて、 中栓を取り付ける

３． フレーバーリングを取り付ける

４． 飲み物を飲む

５． 飲み終わったらキャップを締める

本品を傾けて吸い口を強く吸い込みます。
フレーバーエアーと飲み物が同時に口の中に入っ
てきて味を感じます。

ボトルに飲み物を注ぎ、 中栓をしっかり取り付けます。

ボトルから、 キャップ、 中栓をはずしてください。
中栓は滑り止めの部分を左に回すと取れます。

キャップの漏れストッパーが吸い口に入り、 栓をすることで漏れを防止します。
キャップをしっかり右に回し確実に締めてください。

キャップはしっかり締めて

ください。

Click 感がある位置が ON

飲み物の位置

漏れストッパーが吸い口に

刺さるように挿入します。

漏れストッパー

キャップ断面図

お手入れ方法

故障かなと思ったとき

本体をいつまでも清潔にご使用いただくために、 ご使用前とご使用後は必ずお手入れを

してください。

ご使用前にはお手入れ方法に従って、 必ず

全体を十分に洗浄してください。

ボトルの肩の位置から 1.5cm 以上入れないでください。 飲み物

が吹き出したり、 うまく飲めない場合があります。

泡をいつもより多めに感じるときはフレーバーリング

をしっかり中栓に押し付けて密着させてください。

お手入れ時の注意点

●ベンジン、 シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。

●煮沸洗浄、 または食器洗い乾燥機、 乾燥機を使用しないでください。

●たわし、 ステンレスたわし、 メラミンスポンジ、 研磨剤入り洗剤は使用しないでください。

●塩素系漂白剤、 アルコールを使用しないでください。 長時間のつけ洗いをしないでください。

①台所用中性洗剤をぬるま湯で薄め、 柔らかいスポンジでやさしく洗ってください。

　ボトルの内部は柄のついたスポンジブラシで内部を傷つけないようにやさしく洗ってください。

②十分にすすいだ後、 逆さまにして自然乾燥します。

ボトル

キャップ

①フレーバーリングを取り外します。 汚れている場合は清潔な布巾で拭いてください。
　※フレーバーリングは絶対水洗いしないでください。
②台所用中性洗剤をぬるま湯で薄め、 柔らかいスポンジでやさしく洗ってください。
③吸い口は市販のストロー用ブラシなどで洗ってください。
④十分にすすいだ後、 水が残らないように数回振ってよく乾燥させてください。

中栓

症　状 原　因 対　応

吸い口から泡が入っ

てくる

故障ではありません。 細かなフレーバー

エアーを飲み物と一緒に取り込むこと

で、 味を感じます。

泡が通常より多く感じた場合は、 フレー

バーリングの取り付けを確認してください。

隙間があると、 そこから空気を吸い込む

可能性があります。

キャップ内に飲み物が

たまる

飲み物が漏れる

ボトルを横にしたり、 振っていませんか。

中栓はしっかり締まっていますか。

キャップがゆるんでいませんか。

キャップ内の漏れストッパーが吸い口の中

で栓をしていますが、 横にしたり振ったり

すると少量の飲み物がキャップ内にたまる

事があります。

飲みものが吸えない
フレーバーリングが OFF の状態になって

いませんか。

フレーバーリングを回して、 Click する ON

の位置に合わせてください。

香り ・味が変わった

フレーバーリングを長期間使用していま

せんか。

使用前に中栓を洗浄しましたか。

気温の高い状態で長時間保管すると香り

が変質する場合があります。

新しいフレーバーリングと交換してください。

中栓に香り成分が移る場合があります。

ご使用前に必ず洗浄してください。

修理、 消耗品、 交換用フレーバーリングなどのご相談は、 お買い上げの販売店、 または専用
のホームページまでお問合せください。

●お求めになった製品と本書に記載したイラストは異なる事があります。

MIRAQU 専用サイト　http://miraqu-water.com　お客様お問合せメールアドレス　community@miraqu-water.com

お問合せ ・ ご相談

lemon

one pod/5L

アルミ袋の上部の切込みからカット。 チャックを
開け中身を出し、 はさみで真空袋を切ってフレー
バーリングを取出してください。

① フレーバーリングをシール面を上にし
て、 吸い口の上部から下までしっかり
押し込んで装着してください。

② フレーバーリングを回して、 リングロックを
リングストッパーの位置に合わせたところ
が ON の位置です。
ずらせば OFF の位置になります。
※ストッパーの位置で Click 感があります。

③

リングストッパー

フレーバーリング

キャップ

中栓

ボトル

（別売品）

漏れストッパー

リングロック

吸い口

リングストッパー

肩部

滑り止め

キリトル

真空袋
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