使用方法

ペットボトルより本体を取り外し水栓蛇口とノズル開口部を直接
当てて（密着させて）水質基準に適合した水道水をフィルター部
に入れ、軽くススギ洗いしてください。
その際、水道水が飛び散る恐れがあるので、身体、衣服、周囲の
水濡れには十分注意してください。
使用後、保管前に行ってください。

１. ペットボトルに原水を入れた後、オアシスミニをペットボ
トルにセットします。
◆フィルター部内の繊維状活性炭（黒色）の一部が容器の内の
原水と接触して水中に浮遊することがありますが、中空糸膜
でろ過しますので、問題ありません。
２. ワンタッチキャップを開け、ペットボトルを逆さにし、軽
く押してください。簡単に飲料水を得ることが出来ます。
３. 使用後は、ワンタッチキャップをパチッと音がするまで閉
めてください。

①

②

OA
オア

シス

SIS

ミニ

水栓

蛇口と開口部を密着
させて水道水で軽く
ススギ洗いする

ノズル
開口部

オ ア シ ス ミ ニ

OASIS

  

・再使用するときは、水を少し流出させてからご使用ください。
・有機溶剤などでフィルターを洗浄しないでください。

i

用途

オアシスミニを
セットします
両手でペットボトルを
押します

ア

オ

i

S

in

m

SI

ニ

ミ

ス

シ

OA

◇オアシスミニのろ過量について
国内外の水質は、一定していませんのでろ過量に差がでます。
また、水道水以外の水（土や砂の混ざった水など）の場合は
目詰まりが早くなることがあります。目詰まりして、ろ過水
が出にくくなったら、新しいものをご購入下さい。
尚、特に汚れのひどい濁り水をそのままご使用されますと
フィルターの目詰まりの原因となりフィルター機能が著しく
損なわれます。

◇携帯する場合は、
水をよく切ってからお手持ちのポーチ（収
納袋）等に入れてください。
◇ペットボトルに水が入ったまま携帯する場合は
・手に持ってください。
・バッグなどに入れないでください。
（強い衝撃などにより、ワンタッチキャップが開いて水が
流出するおそれがあります）
◇保管する場合は、ポーチ（収納袋）等に必ずオアシスミニ
と取扱説明書を一緒に入れてください。
オアシスミニをポーチ
（収納袋）
に入れて保管するときには、
取扱説明書をよくお読み頂き直射日光を避け、かつ温度の
高くならない場所に保管してください。
使用後、保管する際、フィルター部の清潔さを保つために
次のことを必ず行ってください。
（６ページイラスト参照）
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携帯用浄水器

オアシスミニ mini

min

携帯や保管について

●ご使用前に必ずお読みください。

☆アウトドア（登山・キャンプ・ハイキング・釣り）
：飲み水など
☆非常災害時：飲み水、眼、口、鼻の汚れの洗浄、外傷口洗浄水など
☆海外旅行：飲み水、歯磨き用水、お茶の水、内服薬用水、製氷水
など

OASIS
オアシスミニ mini

仕様
ろ

取扱説明書

過

素

ポリサルホン多孔質中空糸膜

材 （孔径 0.1μm）繊維状活性炭

中空糸膜ハウジング素材 ABS

ワンタッチキャップ素材 ポリプロピレン
ろ

過

能

ろ

過

流

サ

イ

約 200ℓ（岐阜市 20℃水道水使用：使用する水に

力 よって数値は異なります。）

300ℓ/18 秒 ( 岐阜市 20℃水道水使用：使用する水

量 によって数値は異なります。）
ズ 高さ 77mm× 幅 44mm
量 43g

重

オアシスミニに関するご質問がございましたらお気軽にお問合せく
ださい。また、製品は、万全の注意をはらって製造いたしておりま
すが、不具合などが生じた場合は、下記までお問合せください。
＊仕様・外装などは予告なしに変更する場合があります。

株式会社

オアーゾ

〒381-1231 長野県長野市松代町松代 613-4
お問い合わせは下記でお受けいたします。

026-285-0210

水を変える。体が変わる。

9 : 00 〜 18 : 00（土・日・祝日年末年始は除く）
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このたびは、携帯用浄水器オアシスミニをお買い上げ頂
きまして誠にありがとうございます。

この「取扱説明書」を、よくお読み頂き内容を正しくご
理解の上お使いください。

また、お読みになった後は保管して頂き、ご使用上で不
明な点が生じたときにお確かめください。
1

オアシスミニ使用上の注意
オアシスミニを初めて使用する時は、水を入れたペットボトル
に本体を装着し何回か逆さにし､手で強めに押して水を出して

ください。
（中空糸膜に水がなじむのに少し時間がかかります。
）

警告

◆ろ過水を受けるコップなどは、飲む前にろ過水でよくすすいで
からご使用ください。

内部の構造

☆より清潔な水が得られます。

ワンタッチキャップ

◆下記のものは使用しないでください。

ジュース、牛乳、お茶、酒、炭酸飲料などの飲み物
☆味がなくなったり、フィルターの目詰まりの原因となります。

◆オアシスミニは硬水を軟水に変えることはできません。

ノズル

☆カルシウム、マグネシウムなどを多く含んでいる硬水を飲用すると下
痢の原因となる場合があります。

使用できない水
◇オアシスミニは水に溶け込んでいる有害物質やウィルスなど
を除去することができないので、次のような水には使用でき
ません。
◆生活排水、工場排水などが流れ込んでいる河川水、湖沼水
◆農薬、除草剤などが流れ込んでいるおそれのある河川水、湖
沼水
◆毒劇物、有機溶剤、有害重金属などが溶け込んでいるおそれ
のある水（シアン化物、農薬、硫酸、シンナー、有機水銀化
合物、トリブチル錫化合物、ひ素、殺虫剤、洗剤など）
◆魚などの生物が生息してない河川水、湖沼水
☆有害物質が溶けているおそれがあります。

・硬水：カルシウムやマグネシウムの塩類を多く含んでいる天然水

・軟水：カルシウムやマグネシウムの塩類を少ししか含んでいない天然水

◆海水について

☆オアシスミニは海水を真水にかえることはできません。

◆使用前に数秒間、水を流してからご使用ください。

◆フィルター部がセットされた状態で急激な力や手以外の大きな
力を加えないでください。
☆フィルター機能を損なう場合があります。

◆原水をペットボトルに入れるとき、ペットボトル表面についた
水滴は、フィルター部をセットするとき必ず拭いてください。

保管上の注意

使用できる水

注意
◆ノズルの先が指や他のものに直接触れないようにしてくだ
さい｡
☆微生物や細菌が繁殖する恐れがあります。

◆落としたり、たたいたりの衝撃は避けてください。
☆破損するおそれがあります。

◆４０℃以上の温水は使用しないでください。

☆一時的に臭気が出る場合があります。また、フィルター部の機能が
低下する場合があります。

◆製品を煮沸したり、熱湯をかけないでください。
☆フィルター部の機能が低下する場合があります。

◆製品をタワシや、みがき粉などで洗うことはやめてください。
☆キズがつくおそれがあります。汚れた時は石鹸や洗剤を用いないで
布、スポンジなどを用いて水道水でこすり洗いしてください。

2

繊維状活性炭

☆水を流すことにより、ノズル付近の汚れなどが流出し、より清潔な水
が得られます。

◆ウィルスに汚染されているおそれのある水。
☆水滴がろ過水に混入すると汚染されるおそれがあります。
◇当フィルターは使用者の健康を保証するものではありません。
自己責任でできるだけ安全かつ衛生的な水に対してご使用く
ださい。
また直接的、間接的に関わらず生じた損害や付随的な損害に
◆オアシスミニを災害時などに備えて長期間保管するときは、未
対しても責任を負わないものとします。
使用の物も一度使用した物も直射日光を避け、かつ湿度の高く
◇ろ過した水に氷を入れるときは注意してください。
ない場所に保管してください。
（使用後の保管は５〜６ページ
☆伝染病汚染地域では、汚染された水で氷が作られている場合があり、
を参照してください。
）
ろ過した水にこのような氷を入れて飲むと、健康を損なうので絶対に
使用しないでください。

フィルター部

中空糸膜

◆水道水、地下水、井戸水
◆魚などの生物が生息している谷川水・河川水、湖沼水
◆入浴剤などが入っていない 風呂の水・ポリタンクなどの溜め
水・期限 切れになったペットボトルの水・トイレのタンクの
水
◆雪解け水、雨水など
◇除去できないもの

水に溶け込んでいる下記の物質やウィルスなど
毒劇物、有機溶剤、農薬、有害重金属、洗剤などの有害物質、塩分（海
水など）
、 カルシウム、マグ ネシウム、残留塩素など

◆除去できるもの

水中の細菌類、カビ、原生動物浮遊する有機物や無機物、ニゴリ、鉄サビ
など

3

オアシスミニの安心機能

オアシスミニはフィルター部に内蔵されたポリサルホン多孔
質中空糸膜と繊維状活性炭の働きによって水中の微生物、濁
りなどを除去し、安全な水を作る携帯用浄水器で す。また、
ペットボトルに装着するだけでろ過出来る簡単な構造です。
①中空糸膜 孔径 0.1μm のポリサルホン多孔質中空糸膜で
原水中の有害な細菌類、カビ類、原虫、また濁りの原因と
なる赤サビ、微粒子、浮遊する有機物などを除去します。
②繊維状活性炭 原水のカルキ臭、その他の臭いなどを除き
ます。
中空糸膜
ミネラル成分

カット
×

繊維状活性炭
カット
×

カット
×

にごり

ろ過水

カルキ

臭い

カット
×

カット
×

細菌

浮遊物

カット
×
カビ
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原水

