
M O U N TA I N  S A F E T Y  R E S E A R C H

JA

危険
この製品は、塩化ナトリウム液から電気分解によって、クロロオキシゲン化合物を生成します。

応急処置
毒物管理センターや医師に電話を掛ける場合や、医師の治療を受ける場合は、本製品のラベルを手
元に用意してください。

目に入った場合： 目を大きく開いて、水で15 分から 20 分間洗ってください。コンタクトレンズを
装着している場合は、5 分後にレンズを外してください。目洗いを続けます。その後の処置につい
て、毒物管理センターまたは医師に連絡してください。

飲み込んだ場合：直ちに毒物管理センターに連絡して、処置方法の指示を得てください。飲み込ん
だ人に水をコップ一杯分、少しづつ飲ませます。毒物管理センターまたは医師からの指示がないか
ぎり、吐かせようとしないでください。 意識を失っている人には口から何も与えないようにして
ください。

皮膚に付着した場合： 薬品が付着した衣類を脱ぎます。たっぷりの水で、15 分から 20 分の間、
皮膚を十分に洗い流してください。毒物管理センターまたは医師に連絡して処置方法の指示を得て
ください。

注意
人体および家畜に危険を及ぼす場合があります。

改行 
目に入ると、回復不能な目の損傷にいたる危険性があります。目や衣類に付かないようにしてくださ
い。飲み込むと危険です。皮膚を刺激する場合があります。

環境への危険性
本製品は魚類および他の水生生物にに有害な影響を及ぼします。

物理的/化学的危険性
可燃性物質や有機物質、その他の酸化しやすい物質に近づけないでください。

本製品には電池が含まれています。電池を分解したり、ショートさせたり、充電や、火の中に廃棄
したりすると、爆発や液漏れする危険性があります。ご使用前に、電池のプラスとマイナス電極部
分を乾いた布で拭いてください。直射日光の当たる場所や高温あるいは湿度の高い場所に電池を保
存しないでください。

本浄水器を使用する前に必ず本マニュアルの指示と警告をすべて読んで理解し、従ってください。

これらの警告および指示に従わなかった場合、物的損害、重傷、または疾病に至る危険があります。

お子様の手の届くところに置かないでください。

MIOX は、ポケットにたたんで入れられる先端技術による水処理システムです。この浄水器は、 
普通の塩、数滴の水、CR123 リチウム電池 2 本の電流、および少量の酸化液を生成する専有技術
を使用します。処理液を水に加え、しばらく置くと、飲用に適しているかどうか疑わしい水を飲用
可能な水に変えることができます。必要な処理時間は、微生物の種類によって変わってきます。 
ウイルスやバクテリアの場合は 15 分間で、ジアルジア・ランブリアの場合は 30 分間、クリプト
スポリジウムは 4 時間かかります。

塩と少量の水を混合すると、浄化プロセスが開
始されます。

食塩水を電気的に活性化すると、強力な
混合酸化物が生成されます。 汚れた水に処理液を加え、しばらく置くと、飲用可能

な水になります。

NaOCL

キット内容 MIOX® 浄水器

 28ｇ

 CR123 リチウム電池 2 本

 安全試験紙　ｰ 50 枚

 取扱説明書

 保管用バッグ

重量 99ｇ

 227ｇ

寸法 18 x 25 センチ

 18 x 10 x 4 センチ

使用可能温度範囲 -6 ~54 °C

耐水性 18ｍ まで

最高高度 18,000 m

電池 カメラ用 CR123 リチウム電池 2 本 (合計 6V)

電池寿命* 200 リットル前後 
 (処理方法、水質、電池の質により変動します)

塩 細粒状、塊状または結晶状の塩 (食用)

塩の寿命* 28ｇ の小袋 1 袋で 200 リットル前後

ソルトチャンバーにフル充填 1 回 処理 20 回前後

安全性試験紙 特殊調合の遊離塩素試験紙 50 枚

安全性試験紙寿命 2 年間

*各製品の寿命は、理想的な使用状態での寿命です。使用条件が悪い場合、通常、上記の寿命の半分と
なります。平均的な寿命はこの中間となります。

MIOX および他の MSR の水処理製品に関する詳細については、www.msrgear.com をご覧下さ
い。

浄水器
ソルトチャンバーの周りに白い塩のかたまりが形成されることがありますが、害はありません。水ですすいだり、 
拭き取ったりして簡単に落とすことができます

電池
www.surefire.com のオンライン上でお買い得な交換用 CR123 電池を購入することができます。
氷点下で使用する場合は、体温で電池を温めてください。

腐食を避けるため、電池は乾いた環境で乾いた手で取り扱ってください。

塩
浄水器には、食用塩を使用してください。

水の流れを良くし、浄水器を長持ちさせるため、細粒状よりも結晶状の塩を使用してください。

安全性試験紙
安全性試験紙は水を処理する度に使用する必要はありません。
試験紙は次のような要所で使用してください。

MIOX® 浄水器の操作方法を覚える際には試験紙を使用してください。新たな水源を処理する場合は、必要な処理回数
を適切に判断するため、安全性試験紙を使用してください。ほとんどの場合は、1 回の処理で十分ですが、ミネラル分
や、微粒子、溶解固形物、バクテリアの含有量が高い水源の場合、処理を繰り返す必要があります。

水源内の成分に変化を与えるような天候の変動（雨など）の後には、必ず安全性試験紙を使用してください。

MIOX 浄水器で処理していない水道水は、塩素の含有量が低すぎるため、試験紙を使用して検査を行わないでくださ
い。試験紙で測定できるのは、MIOX 浄水器で生成された特定範囲内の遊離塩素です。

補充
MIOX® 浄水器の補充用試験紙と塩のセット、補充用塩、試験紙は、お近くの MSR ディーラーまたはオンラインで
購入できます。

集水
できるかぎりきれいな水を使用してください。

固形粒子を取り除くには、バンダナや MugMate™ コーヒー/紅茶用フィルタを使用してください。
集められる水の水量が非常に少ない場合は、Packtowl® やスポンジを使用してください。

あまりきれいではない水源から集めた水の味を良くするには、処理時間いっぱいまで処理をしてから、ビタミン C  
(アスコルビン酸)やドリンクミックスを使用してください。

操作
浄化セルに入れられるのは非常に少量の水(小さじ 1/4 杯未満）です。
冷水の場合でも処理時間には影響しません。

氷点下では、食塩水がソルトチャンバーのスクリーン上で凍結することがあり、その場合、指爪でこするか引っ掻いて
剥がし落とす必要があります。

水の中に氷が含まれている場合、氷が微生物を保護する可能性があるため、MIOX や他の殺菌剤による処理が効果的
に行われないことがあります。

浄水器 保管温度 -20 ~70 °C

 長期間保管する場合は、電池を乾いた環境で乾いた手で取り外してください。

 長期間保管する場合、セルセクションとソルトチャンバー内を水ですすぎ、乾かしてか 
 ら保管してください。

 涼しい、乾燥した場所で保管してください。

電池 保存寿命 7 から 10 年

 長期間保管する場合は、乾いた環境で乾いた手で取り外してください。

 涼しい、乾燥した場所で保管してください。

塩 湿気を避けるため、袋に密閉して保管してください。

 涼しい、乾燥した場所で保管してください。

安全性試験紙 保存寿命 2 年

 湿気を避けるため、容器に密閉して保管してください。

 常温で保管してください。

159428-2

飲用水

NaCL
H2O

取扱説明書

MIOX® 浄水器

耐用期間内限定保証/救済措置および責任の制限
米国・カナダ

限定保証 Cascade Designs, Inc. （「Cascade」）は、最初に本製品を購入した消費者（「購入者」）に対して、目的どおり
に使用され、保守されるかぎり、同梱の製品（「本製品」）が、その耐用期間中において、材料および製造上の欠陥がないことを保証
します。本製品が (i) 何らかの形で改造された場合、(ii) 製品の使用目的や用途に一致しない目的のために使用された場合、または (iii) 
保守が不適切であった場合は、材料と製造上の欠陥に関する保証は適用されません。また、ユーザーが (i) 製品に関する指示や警告に従
わなかった場合、または (ii) 本製品を誤用、乱用または不注意に扱った場合も、保証は無効となります。

保証期間中、Cascade が、新規に販売した本製品の一部に材料または製造面で欠陥があると判断した場合、修理または交換しますが、
購入者はそれ以外の救済を求めることはできません。Cascade は、製造中止となった製品を、同等価値、同等機能を有する新しい製品
と交換する権利を保有します。返品され、修理不可能と判断された製品は、Cascade の所有物となり、お客様には返送されません。

上記の限定保証を除いて、CASCADE、その関連会社およびサプライヤーは、法により認められる最大範囲まで、本製品に関して明示
的にも黙示的にも、市販性、潜在的欠陥、特定目的に対する適合性、または記述内容との一致に関する黙示的な保証等（但しこれらに
限定されない）、いかなる保証も行わず、また、明示的にも黙示的にも、また法的にも、すべての保証、責務および条件に対する責任
を負わないものとします。

保証サービス 本保証によるサービスを受けるためには、Cascade 認定ディーラーに保証対象製品を提示しなければなりません。合衆
国およびカナダにおいては、電話による保証サービスを受けることができます。電話：1-800-531-9531 [月曜から金曜、太平洋夏時
間 8:00 から 4:30 まで] サービスを受けるために Cascade に本製品を返品する場合、返品にかかる費用はすべて購入者が負担する
ものとします。Cascade が製品を保証による修理または交換の対象であると判定した場合、修理または交換後の製品を購入者に返送
する際にかかる配送・取扱手数料は Cascade が負担するものとします。返品された製品が保証サービスの対象とはならないと判断さ
れた場合、修理が可能な場合は、配送・取扱手数料を含めた相応の費用により有償で修理いたします。保証返品サービスに関する詳細
については、www.msrgear.com. をご覧ください。

救済の制限 管轄裁判所が上記の限定保証の違反を裁定した場合、Cascade の義務は、製品の修理または交換（どちらにするかは
Cascade が判断）のみに限られます。上記の救済手段が本質的目的を満たせない場合は、Cascade は製品の返品と引き換えに、購
入者に対し、購入時の支払額を払い戻します。上述の救済は、法的根拠の如何にかかわらず、CASCADE、その関連会社およびサプラ
イヤーに対して購入者が求めることのできる唯一かつ排他的な救済です。

責任の制限 Cascade、その関連会社およびサプライヤーの最大責任額は、本製品の初回購入時の購入価格を上回らない付随的損害額
までとします。CASCADE、その関連会社およびサプライヤーは、理由の如何を問わず、派生損害等の損害に関するいかなる責任も否
認し、これを除外します。この除外および限定は、損害賠償が求められるもととなったすべての法的根拠に対して適用され、また、救
済により本質的目的を満たせない場合も適用されます。

本限定保証では、購入者に特定の法的t権利が与えられています。購入者は、本保証以外の法的権利を与えられますが、その内容につい
ては州によって異なります。

本製品や Cascade の他の製品については、安全性、使用方法、操作方法、および保守上の指示を常に完全に守ってください。

本記載事項は米国・カナダ国内に於いてのみ適用されます。

製品サービスおよび情報に関するお問い合わせ先

詳しい指示については、本マニュアルをご覧ください。

トラブルシューティング仕様 ヒント保管
MIOX® 浄水器の仕組み

LED 動作

問題意味原因処置

SALT が赤で点灯 
（Low Salt)

食塩水が薄すぎる塩が乾燥している塩を湿らす（手順 1 参照）

食塩水がソルトチャンバーにつ
まっている

トップキャップを回してはずし、親指 
を使って塩を持ち、食塩水をソルトチ 
ャンバーから浄化セルに注入する。

ソルトチャンバー内の塩が足 
らない

塩を追加する（手順 1 参照）

浄化セル内の水が足らない水を追加する（手順 1 参照）

塩がソルトチャンバースクリ 
ーンにつまっている

指爪でスクリーンから剥がし落とす

＊液内の塩分が足らない浄水器を 30 回～ 50 回、もう一
度振る。

電池が冷たい電池を体温で温める。

BATT が赤で点滅し、
RUN が緑で点灯

電池の残量が少ない電池の 2/3 が消耗したMIOX® 液は安全に使用できます。電池
の寿命を長持ちさせるには、低い処理
容量ボタンを使用してください（4リッ
トルを 1 回押す代わりに、1 リットル
を 4 回押す）

電池の過使用各動作の間に 5 分以上の間隔を置く。

電池が冷たい電池を体温で温める。

BATT が赤色で点灯電池の残量がアクチ
ベーションを行うに
は少なすぎる

電池を交換する。

すべての LED が消灯電池の接触不良電池コンタクトストリップをチェ 
ックする（手順 2 参照）。

電池がへこんでいる電池を交換する。

電池が動かない電池を交換する。

安全性試験紙

問題処置

試験紙がない、期限が切れている、
または紫色にならない

水に 8 回分の処理液を入れ、適切な処理時間の間、待ちます(例: 4 リットルを 2 回ク
リックして 1 リットルの水に入れる)。

*水の中のタンニンや炭酸カルシウムの含有量が非常に多いと、塩と化学結合を起こす場合があります。まれに、処理水を作るために、小瓶に
水道水を入れて用意しておき、使用しなければならないことがあります。容器に残っている最後の数滴の水を使用することもできます。

C a s c a d e  D e s i g n s ,  I n c . ®

4000  F i r s t  Avenue  Sou t h ,  S ea t t l e ,  WA 98134  U . S .A .
電話: 800 .531 .9531  または 206 .505 .9500

www.ms rgea r. c om



手順 2 は出かける前に自宅で準備しておくことができます。

1. ボトムキャップを回してゆるめます。

 電池コンタクトスリップを上方に曲げ、外側に出します。

2. CR123 リチウム電池 2 本を入れます。

3. 電池コンタクトストリップを電池の上にかぶせます。

 ボトムキャップをしっかりとねじ込んでください。

4. トップキャップを回してゆるめます。

5. ソルトチャンバーに岩塩を容量いっぱいまで入れます。

6. 水を数滴垂らして岩塩を濡らします。

 トップキャップをしっかりとねじ込んでください。

1. 10 分間待ちます。

2. 処理された水の中に 2 回目の安全性試験紙のパッドの先を浸けます。

3. 濡らしたパッドを水から出して 15 秒間待ちます。

4. 2 回目のパッドの色を、安全性試験紙容器に記載されているカラーチャートと比較します。
パッドが「OK」レベルの紫色にならなかった場合、手順 3 ～ 5 を必要に応じて繰り返します。
パッドが「OK」レベルの紫色になったら、手順 7 に進みます。

1. ソルトチャンバーを回してゆるめます。

2. セルセクションに数滴の水を注入します。

3. ソルトチャンバーをしっかりとねじ込みます。

4. 浄水器を激しく振ってください (約 15 回～ 30 回)。

1. 容器に処理する水を入れます。

2. 水容器の容量を確認してください。

水の容量情報は手順 4 で必要になります。

1. 浄水器を立てて持ちます。

2. ソルトチャンバーを外します。

セルセクションには、食塩水が少なくとも 3/4 以上入っていなければなりません。

3. 浄水器の下側正面に「ボタン操作表」が表示されています。

ボタンを押す回数と容量（リットル）の関係に注意してください。

4. LED パネルを見て、動作ボタンを押します (1 、2 、3 、または 4 回）。
セルセクション内で食塩水が泡立っている間は緑の LED の Run ランプが点灯します。
食塩水の使用準備が完了したら、緑の LED の Run ランプは消灯します。
他のランプが点灯する場合は、裏面の「トラブルシューティング」をご覧ください。

1. 処理する水の容器へ MIOX 液を注入します。

2. 容器を振るか撹拌して、水と MIOX 液を混ぜ
合わせます。

3. 処理された水の中に安全性試験紙のパッドの先
を浸けます。

4. 濡らしたパッドを水から出して 15 秒間待ち
ます。

5. パッドの色を、安全性試験紙容器に記載されて
いるカラーチャートと比較します。
パッドが「OK」レベルの紫色にならなかっ
た場合、手順 3 ～ 5 を必要に応じて繰り返
します。
パッドが「OK」レベルの紫色になったら、手
順 6 に進みます。

MIOX 操作手順
本浄水器を使用する前に必ずこのマニュアルの指示と警告をすべて読んで理解し、 
それに従ってください。

1. キャップのねじ山部分に、浄化処理した水を少量注ぎます。

2. キャップを締め、3 回、左右に動かします。

3. 残りの適切な処理時間いっぱいまで処理します。

MIOX® 浄水器について知りましょう

トップキャップを 
しっかりと締める

集水

食塩水を作る浄水器の準備

食塩水の活性化 水の処理と試験 処理を終了する処理試験を継続する

岩塩をここに入れる

トップキャップ

岩塩

ソルトチャンバー

セルセクション

MIOX®  
浄水器本体

安全性試験紙 LED ランプ

動作ボタン

ボタン操作表

電池コンタク 
トストリップ

電池を入れる前にコンタクト
ストリップを引き戻す

CR123 電池

ボトムキャップ

ハンドル

1/2 リットル = 1/2 クォート = 16 オンス

1 リットル = 1 クォート = 32 オンス

2 リットル = 2 クオート = 64 オンス

4 リットル = 1 ガロン = 128 オンス

4 リットル

2 リットル

1 リットル

1/2 リットル

2 リットル～ 
10 リットル

警告

海水を使用しないでください。MIOX は塩水や塩分の入った水から飲用水を作ることはできま
せん。できる限りきれいな水を選んでください。鉱山尾鉱地や大規模農場の近くの水源など、
化学物質による汚染度の高い水源は避けてください。MIOX では、重金属や多量の化学物質
を効果的に除去することはできません。本製品を効果的に使って清潔で飲用可能な水を作る方
法を理解してください。

警告

試験紙の色の判別に 15 秒以上かけないでください。色あせが起こる場合があります。 
試験紙が紫になっているときは、再使用しないでください。

警告

浄水器使用中は、手で目をこすらないようにしてください。MIOX は、酸化物を生成し、 
この酸化物は目を傷つけるおそれがあります。この酸化物はまた、付着すると皮膚に刺激
を感じたり、衣類のシミになり取れなくなる場合があります。手順 4 を行っている間は、
浄水器を顔や衣類から少なくとも 30cm 離してください。使用後は浄水器と手をよく水
ですすいでください。
「応急処置」の項も参照してください。

警告

適切な処理時間いっぱいまで処理してください。処理プロセスの後に容器に水を追加しない 
でください。この手順の後に水を追加すると、処理液の強度が低下し、汚染の危険性が 
高くなります。処理の終了前にドリンクミックス等を処理水に追加しないでください。 
処理プロセスが止まってしまう可能性があります。汚染された水を飲むことがないように、 
容器のねじ山部とキャップを必ず処理水ですすいでください。

1 回押し = 0.5リットル

2 回押し = 1 リットル

3 回押し = 2 リットル

4 回押し = 4 リットル

30cm 以上離す

15 回～ 30 回

5 回

低すぎる

中止
手順 3 ～ 5  
を繰り返す

OK+

OK

に進む

15 秒間

中止

10 分間

待つ

3 回、左右に回す

 ウィルスとバクテリア  15 分間
 ジアルジア・ランブリア 30 分間
 クリプトスポリジウム  4 時間

合計処理待ち時間

4時間
15

30

15 秒間

OK

低すぎる

OK+

手順 3 ～ 5  
を繰り返す

に進む

または


