
連　絡　先�

電話番号、FAX番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。�

874-8421�
）452-6441�
906-2261�
）431-5111�
）832-3131�
）284-6177

TEL（025）271-2261�
TEL（0276）75-7771�
TEL（054）286-3235�
TEL（082）222-3671�
TEL（099）253-8560�
TEL（06）6906-5751

新 潟 営 業 所 �
北 関 東 営 業 所 �
静 岡 営 業 所 �
広 島 営 業 所 �
鹿 児 島 営 業 所 �
アフターサービスセンター�

6906-2124 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号�
6906-2121 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号�
6906-2177�
3874-7941 〒110-0003 東京都台東区根岸3丁目13番7号�
3874-8420

  お客様ご相談窓口�

570-011101
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。�話料金でご利用いただけます。�

�

ご使用方法�

ベルトの着脱方法�

つづき�

品番  �

MWO-C型�

127mm 127mm 124mm

⑧� ①� ②�

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　〉�◯�Ｒ�

1
2
コップ、中せんをはずす�

お湯（冷水）を入れ、中せんをしめる�

ご使用方法�

次ページに内容が続く�

3お湯（冷水）を注ぐ�

ご使用前使用前に必ず必ずコップ、内びん、ん、中せん中せんを�
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。�

●中せんのオープンボタンを指で押し、傾けると
注げます。�
※製品を傾けた状態で、中せんのオープンボタンを
絶対に押さないでください。�
　中の熱湯が勢いよく出て危険です。�

●熱湯を入れて振動を加えると、オープンボタン
がかたくて押せないことがあります。このときは
無理やり押さず、一度中せんをゆるめ、オープン
ボタンを押し、そのまましめなおしてください。�
　オープンボタンを押した際に「シュッ」という�
　空気が抜ける音がしますが異常ではありません。�

●あらかじめ少量の熱湯（冷水）を入れ、予熱（予冷）をすると効果的です。�
●中せんを確実にしめた後、必ずクローズボタンを押してください。�
※お湯（冷水）を入れすぎると、ボタンがかたくなります。そのような場合は無理
やり押さず、一度中せんをはずしてから、少量のお湯（冷水）を捨ててください。�
　（P3「お湯の量」の項目をご参照ください。）�

〈お願い〉�

注意をはらっておりますが、 万一製品が不具合�
げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー�
業所へ次のことをお知らせの上、ご相談ください。�
 3 製品の状況（できるだけ詳しく）�
ご質問などもお気軽にお問合せください。�

仕様および部品は性能向上のために一部予告な�
ります。�

●注ぎ終わったら、必ず本体をまっすぐに�
　立てた状態にして、2～3秒後にクローズ
ボタンを押してください。（図-1）�

●製品を傾けた状態でクローズボタンを
押すと、中せんの内部に少量の「水滴」
が残ることがあります。（図-2）�
　この「水滴」が後からもれて、衣服や�
　かばんなどを汚すことがありますので、
必ず製品をまっすぐに立ててから�
　クローズボタンを押してください。�

●コップは最後までしっかりとしめて�
　ください。�

※コップの内側に残った「水滴」は�
　振り切った後、よくふいてください。�

�
〈取りつけ方〉�
ハンドルの上下2カ所の穴にAを合わせ、
「カチッ」と音がするまで差し込みます。�
※取りつけた後は、ベルトを軽く引っぱり
確実にセットされているか確認して�
　ください。�

�
〈取りはずし方〉�
ベルト着脱つまみを指でつまみながら�
手前に引くとはずれます。�

クローズボタン�
オープンボタン�注ぎ口�

2～3秒後�

外コップ�

注ぎ口�

内コップ�

オープン�
ボタン�クローズ�

ボタン�

クローズボタン�

図-1

図-2

中せんに�
水滴が残る�

ベルト着脱つまみ�



やけどなど�
のおそれが�
あります。�

お湯の量は、図の位置まで�
にしてください。�

内容物がもれるおそれがあります。�

注ぎ終わったら、本体を�
立てた状態にして、必ず�
クローズボタンを押して�
ください。�

�

熱いものを入れた場合は�
ボトルから直接飲まない�
で、必ずコップをご使用�
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。�

飲料物の保温、保冷以外�
に使用しないでください。�

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。�
やけどなどのおそれが�
あります。�

次のものは入れないでください。�

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。�

製品を傾けた状態や、�
顔などを近づけた状態で、�
中せんのオープンボタンを�
絶対に押さないでください。�

中せんは確実にしめ、�
必ずクローズボタンを�
押してください。�
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。�

人や物に当たると危険です。�

ベルトを持って�
振りまわさないでください。�
�

③� ④�

●ドライアイス、炭酸飲料など�
（内圧が上がり、中せんが開かなかっ
たり、内容物が吹き出たり、中せん、
コ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、中せんが
開かなかったり、内容物が吹き
出たり、中せん、コップなどが�
破損して飛び散るおそれが�
あります。）�

●みそ汁、スープなど塩分を�
　含んだもの�
（さびるおそれがあります。）�
●お茶の葉、果肉など�
（目づまりや、もれる原因になります。）�

入れすぎると、オープンボタンが
かたくなったり、中せんをしめる
ときにあふれることがあり、危険
です。�

中の熱湯が勢いよく出て、やけど
をするおそれがあります。�

樹脂部の変形、変色の原因になります。�

�
�

この位置�
　まで�

約1cm

内容物がもれるおそれがあります。�

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。�

熱による変形や、もれる原因に�
なります。�

本体やコップの丸洗いは�
しないでください。�

中せんの煮沸、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。�



�

ご注意とお願い� 故障かな？と思ったら�

⑥�

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�

中せんから水もれする�

オープンボタンが�
押せない�

保温（保冷）が効いて�
いない�

内びんや中せんから�
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�

⑤�

●熱い（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。�
※寒冷地など、使用環境の厳しい状況では、充分な保温（保冷）
効果が得られない場合があります。�

●中せんの内部に内容物が残っていませんか。（P 2）�
●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）�
●中せんが正しくセットされていますか。（P 7）�
●中せんの煮沸、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、P 7）�
●中せんやパッキンが消耗していませんか。（P 7）�
●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）�

●内容物を入れすぎていませんか。（P 3）�
●ドライアイスや炭酸飲料などを入れていませんか。�
　（P 4）�

本体の底から�
水もれする�

●底のカバーにある穴に、水が浸水していませんか。�
※本体を振って、水をぬいてください。また、丸洗いは�
　しないでください。�

�

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、保温効果が低下�
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。�

傷やサビ、故障の原因になります。�

さびたり穴があく原因になります。�

転倒してやけどなどのおそれが�
あります。また傷や変形の原因に�
なります。�

内びんにはお湯を入れ、�
お茶のときはティーバッグなどの�
ご使用をおすすめします。�変形し、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。�
�

缶ジュース、缶ビールなどを�
容器ごと入れないでください。�
�

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。�

塩素系漂白剤は使用しない�
でください。�

ボトルの肩部分に熱いヤカン�
をあてないでください。�

熱いお茶を入れて保温した�
場合、お茶の色が変わる�
ことがあります。�



お手入れの方法�
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。�

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。�

〈中せんのお手入れ方法〉�

⑦�

■中せんはAの部分を矢印の方向�
　にまわすと、AB2つの部分に�
　分解できます。�
　また、Bの部分はパッキンを�
　取りはずすことができます。�
■中せんは丸洗いできます。�
　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。�

※中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。�

中せんは消耗品です。�
1年をめやすにご確認ください。�
中せんの樹脂がザラザラしていたり�
損傷している場合は、タイガー製品�
販売店で品名・品番をお確かめの
うえ、お買い求めください。�

ご使用前、およびお茶や糖分を含
んだものなど、お湯以外のものを
入れてご使用になった場合には、�
中せんを取りつけてオープンボタン�
を押した状態で注湯をくり返し、
充分にお手入れをしてください。
においを防ぎ清潔にご使用いただ
けます。�

■�

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。�

■�

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。�
本体やコップ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。�
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。�

※�

※�

※�

※�

お
願
い�

�

A
まわすと�
はずれる�

B

パッキン�

本体、コップ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。�

■�
�


