
優れた抗菌効果 Antibacterial properties

登山やアウトドアスポーツに最適な、軽量コンパクトな水筒
Lightweight compact water bottle perfect for trekking and outdoor sports

All product specifications and design are subject to change without prior notice. Actual product specifications may vary.
本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

注意 Caution

優れた抗菌剤を製品に練り込むことで、細菌の増殖を抑制します。　
An inorganic compound is blended with the material to help prevent the 
growth of bacteria when the water pack is not in use.

お手入れ/保管方法  Care and Storage

発泡ゴムで保冷効果に優れ、結露
を防止するカバーです。
Foam rubber cover that has excel-
lent insulating properties and 
prevents condensation.

フレックスウォーター
パックサーモカバー
Flex Water Pack Thermo Cover 

別売 Sold separatelyフレックスウォーターパック 
（本体）（外側）E.V.A（内側）ポリエチレン
（フタ）ポリプロピレン

品 名
素 材

：
：

Flex Water Pack 
(Body)(Outside) E.V.A (Inside) polyethylene
(Cap) polypropylene

Name
Material

：
：

Heat resistance (Body) 70℃  (Cap) 120℃  ：
Cold resistance (Body) -20℃  (Cap) -20℃  ：

：

縦23.5ｃｍ×横11.5ｃｍ
（本体）70度　（フタ）120度
（本体）-20度　（フタ） -20度

500mLサ イ ズ
耐 熱 温 度
耐 冷 温 度

容  量:：
：
：

■抗菌性試験 Measurement of Antibacterial Activity on Plastics Surfaces（ＪＩＳ Ｚ 2801）

2.0（抗菌活性値評価基準 Testing Standard）

黄色ぶどう球菌

大腸菌

抗菌活性値が2.0（菌死滅率99.0％）以上で抗菌性が認められます。
If test results are above 2.0, then the material is said to have antibacterial properties. 
(99.0% of bacteria die)

においがなく、水に味がつかない
No smell or taste

耐寒性に優れる
Exceptional resistance to cold

飲み物を凍らせて使用できる
Can be used when freezing liquids

○使用後は中性洗剤で洗浄し、よくすすいでください。洗浄後は完全に乾かしてください。塩素系漂白剤の使用はお
避けください。 ○直射日光の当たらない風通しの良い場所を選んで保管してください。
○Wash with a mild detergent and rinse thoroughly. After washing, dry completely. Do not use bleach.
○Store in a well ventilated, cool, dry place out of direct sunlight.

○Prior to use, wash. ○Do NOT fill with alcohol or fuels such as gasoline. ○Do NOT store with sharp objects. May punc-
ture product. ○Do NOT fill completely when freezing. Liquid expansion may cause damage or leakage. 
○Do NOT boil. Boiling may damage the product. ○Do NOT use in a microwave or dish washer. ○To prevent deforming 
and damage, do NOT use or place near heat sources such as a campfire. ○Although this product has excellent antibacte-
rial properties, it will not prevent the growth of mold. ○Mold can start to grow if liquids are left in the product for long peri-
ods of time. ○For liquids other than water, such as sports drinks, be sure to wash thoroughly after use. Liquids can transfer smells 
and color to the product, and sugar can start the growth of mold. ○Ultraviolet light and use over time can cause the product to 
yellow. However, this discoloration has no affect on the performance of the product. ○The natural break down of the material 
can cause it to become sticky, crack and peel. If you notice any of these signs, stop using the product. ○Close cap com-
pletely and check for leakage. ○Do NOT fold, roll up.

折り曲げによる破損が起こりにくい
Repeated folding doesn't cause damage

○ご使用前に、洗浄してからご使用ください。 ○ガソリンなどの燃料、アルコール類は絶対に入れないでください。 ○本製
品を鞄などに収納する際は、鋭利な物が当たらないよう注意してください。破損する恐れがあります。 ○凍らせて使用
する際は、満水にしないでください。水の体積が増え、破損や漏水につながります。 ○本製品の煮沸はしないでくださ
い。破損する恐れがあります。 ○電子レンジ、食器洗浄機では使用できません。 ○本製品をたき火などの火気の近
くでは、使用しないでください。破損や変形の原因になります。 ○本製品は非常に優れた抗菌効果がありますが、防
カビ効果はありません。 ○本製品に飲料水を入れたまま、長期間放置しないでください。カビの発生につながります。 ○
スポーツドリンクなどの水以外の飲料を入れた場合は特によく洗浄してください。においや色が移る恐れがあり、飲料
の糖分がカビの原因につながります。 ○経年や紫外線により黄変することがありますが、本製品の使用に影響はあ
りません。 ○素材の劣化により表面にべたつき、ひび割れ、剥離がみられる場合は直ちに使用を止めてください。 ○
キャップはしっかりと閉め、漏水が無いことを確認してください。 ○折り目がつかないように丸めて収納してください。

高い抗菌効果
Excellent
antibacterial
effectiveness

 Staphylococcus
aureus

 Escherichia coli


