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ご使用方法�つづき�
品番  �

MMD-A型�

取扱説明書�
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。�
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。�
※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。�
�

タイガーステンレスボトル�
〈サハラ クール　〉�

◯�Ｒ�

1せんをはずす�

2ベルトからひもをはずす�

3キャップからひもをはずす�

2ボトル本体のベルト通し�
　からベルトを�
　はずす�

3ベルト折り返しを�
　とめ具に差し込む�3キャップを�

　はずして飲む�

2冷たい飲みものを入れ、�
　せんを確実にしめる�

ご使用方法�

1キャップの�
　上部をまわして�
　はずす�

1ベルト折り返しを�
　とめ具から�
　はずす�

ひも・ベルトの着脱方法�

�

ご使用前使用前に必ず必ずキャップ、内びん、ん、せんせんを�
洗ってからご使用使用ください。�

かばんなどに入れる場合は、�
万一のもれを防止するために、�
必ず製品を立てて入れてください。�

あらかじめ少量の冷水を入れ、予冷をする
と効果的です。�
※冷たい飲みものを入れすぎると、もれ
たりあふれたりする原因になります。�
（P3「冷たい飲みものの量」の項目を
ご参照ください。）�
※せんをしめた後、キャップが確実にしまっ
ていることをご確認ください。�
（P2「4 飲み終わったら」の項目をご参
照ください。）�

4飲み終わったら、�
　本体を立てた状態にして、�
　キャップを確実にしめる�

次ページに内容が続く�

キャップ�

ひも�

ベルト�

本体� ひものこの部分�
を引っ張る�

キャップ�

とめ具�

ベルト�
折り返し�

ベルト�
折り返し�

とめ具�

ベルト通し�

せん�

qキャップの上部を�
　まわしてはずす�

飲み口�

w飲む�

保冷専用�

※取りつけは、取りはずしの逆手順で行っ
てください。�

※取りつけは、取りはずしの逆手順で行っ
てください。�

〈ひもの着脱方法〉� 〈ベルトの着脱方法〉�

q
キャップの上部をまわし
てしめる�
※キャップをしめるとき
は、パッキンが正しく
取りつけられている
か確認してください。�



やけどなどのおそれがあります。�

熱いものを入れないで�
ください。�

本体の丸洗いは、�
しないでください。�

必ずお守りください�もれたりあふれたりすると、やけどや他のものを汚す原因になります。�

③� ④�

水が浸入しサビの発生や、他のもの
を汚すおそれがあります。�

■乳幼児の手の届くところ�
には置かないでください。�
また、いたずらには充分�
にご注意ください。�
けがなどのおそれがあります。�

■冷たい飲みものの量は、�
図の位置までに�
してください。�
入れすぎると、もれたりあふれ
たりするおそれがあります。�

■次のものは入れないで�
ください。�
●熱いもの�
やけどなどのおそれがあります。�
●ドライアイス、炭酸飲料など�
（内圧が上がり、せんが開かなかっ
たり、内容物が吹き出たり、せん、
キャップなどが破損して飛び散
るおそれがあります。）�
●牛乳、乳飲料、果汁など�
（腐敗、変質の原因また、そのま
ま長く放置した場合、腐敗、変質
によりガスが発生し、本体の内圧
が上がり、せんが開かなかったり、
内容物が吹き出たり、せん、キャッ
プなどが破損して飛び散るおそ
れがあります。）�
●塩分を含んだもの�
（さびるおそれがあります。）�
●お茶の葉、果肉など�
（もれる原因になります。）�

■ベルトやひもを�
持って振りまわさないで�
ください。�
人や物に当たると危険です。�

■せん、キャップは確実に�
しめてください。その後、�
製品を傾けたりして、�
内容物がもれないことを�
ご確認ください。�
内容物がもれるおそれがありま
す。�

■飲料物の保冷以外に使用�
しないでください。�

■コンロやストーブなど、�
火気のそばには近づけない�
でください。�
樹脂部の変形、変色の原因にな
ります。�

■飲み終わったら、�
本体を立てた状態にして、�
キャップを確実にしめて�
ください。�
内容物がもれるおそれがありま
す。�

■本体や部品の煮沸、�
および食器洗浄機や�
食器乾燥器などの使用は�
しないでください。�
熱による変形や、もれる原因にな
ります。�

�

約1cmこの位置�
　まで�
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故障かな？と思ったら�ご注意とお願い� 下記の点検をしても、なお不具合の場合は、�
お買い上げの販売店にご相談ください。�

このような場合は�

水もれする�

せん・キャップが�
しまらない�

保冷が効いて�
いない�

内びんやせん・キャップ�
から異臭がする�

（　）内にあるページをご参照の上、お確かめください。�

本体内側（内びん）が�
変色した�

●冷たい内容物を入れていますか。�
●内容物の量が少なくありませんか。�
※周囲の温度が高い場合など、使用環境の厳しい状況では、
充分な保冷効果が得られない場合があります。�

パッキンは消耗品です。ご使用に
ともない傷んできます。（飲み口
にパッキンの粉がつくことがあり
ます。）汚れや破損がひどくなっ
たら、新しいパッキンと交換（有償）
してください。�

●内容物を入れすぎていませんか。（P 3）�
●パッキンが正しく取りつけられていますか。（P 7）�
●せんが正しくセットされていますか。（P1、P 7）�
●キャップが正しくセットされていますか。（P2、P 7）�
●本体や部品の煮沸、および食器洗浄機や食器乾燥器な
どの使用をしていませんか。（P4、P7）�
●せん、キャップ、パッキンが消耗していませんか。（P8）�
●製品を落下させたり、激しい振動を加えたりしていま
せんか。（P 5）�

●「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」が付着
していませんか。�
※内びんにはステンレス鋼を使用していますが、水質や
不純物などにより、サビのような汚れや、カルシウム
分などが付着する場合があります。このような場合は、
クエン酸をぬるま湯でうすめて入れ、2～3時間後に柔
らかいブラシできれいに洗った後、水で充分にゆすい
でください。�

●汚れが付着していませんか。（P 7）�
●内容物を長時間入れたままにしていませんか。（P 7）�

水滴がつく� ※製品の構造上、湿度が高いときにキャップの天面に水
滴がつく場合があります。�

内容物を入れすぎていませんか。（P 3）�

キャップがあかない� ●ドライアイスや炭酸飲料などを入れていませんか。�
　（P 4）�
●キャップの下部（ひも取りつけ部）だけをまわしてい
ませんか。（P1）�

■ボトルの肩部分にヤカン�
などをあてないでください。�
転倒したり、また傷や変形の原因
になります。�

■冷凍庫に入れないで�
ください。�
もれたり、保冷効果が低下する原
因になります。�

倒したり、落としたり、�
ぶつけたり、強い衝撃を�
与えないでください。�

表面がへこみ、保冷効果が低下したり、
もれるおそれがあります。�
また本体に傷がつくと、さびたりお
手入れの際に、塗装がはがれたりす
ることがあります。�

■シンナー類、クレンザー、�
金属たわし、化学ぞうきん�
などは使用しないでく�
ださい。�
傷やサビ、故障の原因になります。�

■塩素系漂白剤は�
使用しないでください。�
さびたり穴があく原因になります。�

■大きな氷を入れる場合は、�
押し込まず小さくしてから
入れてください。�
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ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちに�
お手入れをしてください。�

お手入れの方法�

■本体は台所用合成洗剤を�
　うすめたお湯を布に含ませ、�
　かたくしぼりふいた後、乾いた布
で充分にふいてください。�
■内びんはご使用ごとに柔らかい�
　スポンジできれいに洗い、充分�
　乾燥させてください。�
■ひも・ベルトは、お湯を布に�
　含ませかたくしぼって�
　ふいてください。�

※本体の丸洗いはしないでください。�
水が浸入し、サビが発生したり、�
他のものを汚したりします。�
※せん・キャップ・ひも・ベルトを本体にセッ
トしたままお手入れしないでください。
お手入れするときは、製品を分解してか
ら行ってください。（P1・2参照）�
※製品や部品の煮沸、および食器洗浄機
や食器乾燥器などの使用はしないでく
ださい。�
傷やサビ、変形など、故障の原因に�
なります。�
※シンナー類、クレンザー、金属たわし、�
化学ぞうきんなどは使用しないで�
ください。�
傷やサビ、故障の原因になります。�
※塩素系漂白剤は使用しないでください。
さびたり穴があく原因になります。�

長時間使用しないときは、汚れを充分に落とし充分乾燥させてください。�

〈せん・キャップのお手入れ方法〉�
■せん・キャップは丸洗いできます。�
柔らかいスポンジで洗った後に水洗し、
内部の水分を充分に振り切り乾燥させ
てください。また、せんカバーとせん・
キャップのパッキンは取りはずすこと
ができます。�

〈せん・キャップのパッキンのはずしかた〉�
先が細く柔らかい棒（つまようじなど）を、
凹部に差し込みはずす。�

※金属製の金串などは使用しないでくだ
さい。パッキンが破れるおそれがあり
ます。�

※せんのパッキンは、方向を間違えない
ように正しくセットしてください。�
誤ったセットをすると内容物がもれたり、
保冷効果が低下する原因になります。�

パッキン�

キャップ� せん�

パッキン�

はずす�

はめ込む�

はめ込む�

パッキン�

せん�

凸部�

凹部�

せんの�
パッキンの�
方向に�
注意する�

せんカバー�

連　絡　先�

使いかた・お買い物のご相談は  お客様ご相談窓口�
ナビダイヤル�
（全国共通番号）� 0570-011101

受付時間 AM9:00～PM5:00�
 月曜日～金曜日�
 （祝日・弊社休業日を除きます。）��
※携帯電話・PHSからのご利用はできません。�
   もよりの支店、営業所（下記）へ直接ご連絡�
   ください。�市内通話料金でご利用いただけます。�

�

M
M
D
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品質管理には細心の注意をはらっておりますが、 万一製品が不具合�
なときは、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー�
のもよりの支店、営業所へ次のことをお知らせの上、ご相談ください。�
　1 製品名  2 品番  3 製品の状況（できるだけ詳しく）�
また、製品に関するご質問などもお気軽にお問合せください。�
�
本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために一部予告な�
く変更することがあります。�

※せん・キャップは消耗品です。1年をめやすにご確認ください。消耗のある場合は、
タイガー製品販売店で品名・品番をお確かめの上、お買い求めください。�


