
ステンレスマグ SM-HA 型 取扱説明書 

家庭用 

SM-HA / C B

お客様ご相談窓口 

ご使用前に必ずお読みください｡そして大切に保存してください｡ 

Q＆A

せんセットから 
飲み物が 
漏れる 

飲み物 
(本体内側・せんセット 
 飲み口セット) 
がにおう 

保温(保冷)が 
効かない 

せんパッキンが正しく、しっか
り取りつけられていますか?

せんパッキンの取りつけ位置
や方向、浮きがないことを確
認してください。(P.7参照)

せんパッキンが汚れていま
せんか?

お手入れをしてください。
(P.6参照)

少量の飲み物をすててくだ
さい。（P.2   飲み物の位置参照） 

十分に熱い(冷たい)飲み物
を入れていますか?

十分に熱い(冷たい)飲み物を
正しい量まで入れてください。 
(P.2 飲み物の位置 参照)

飲み物を長時間入れたままに
したり、本体内側、せんセットや
飲み口セットに茶しぶなどの汚
れが付着していませんか?

お手入れをしてください。 
汚れが落ちにくい場合はピカ
ボトルをご利用ください。 
(P.6参照)

飲み物を入れすぎていませ
んか?

症 　状 原　因 処　置 

飲み口 

肩部(口がね)

飲み口パッキン 

クリアカバー 
パッキン 

クリアカバー 

クリアカバーストッパー 
パッキン 

クリアカバーストッパー 

胴柄シート 

せんセット 

飲み口セット 

お客様ご相談センター 0570-011874
市内通話料金でご利用頂けます ナビダイヤル 

受付時間  9：00～17：00　月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く） 
●携帯電話・PHS・IP電話など（ナビダイヤルが利用できない電話）での 
　お問い合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Tel （06）6356-2451 
●ファクシミリでのお問い合わせ・・・・・Fax （06）6356-6143 
　製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・ 
　Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。 

■ホームページのご案内 

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販
売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口｢お
客様ご相談センター｣にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更に
なることがありますので、あらかじめご了承ください。 

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ　http://www.zojirushi-de-shopping.com/

この製品は､飲み物を
入れての保温や 保冷を
目的としたものです｡
飲み物の保温･保冷以
外にご使用にならない
でください｡ 

せん 

せんパッキン 

本 体 

クリアシート 
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●ご使用になるときは､やけどや飲み物の　変質・変色や製品の故障・汚れを防ぐために次のことは必ずお守りください。 

熱い飲み物を入れた場合はやけど
の恐れがあるので注意する 
断熱効果により､熱い飲み物を入れても
本体外側は熱くなりません｡ 

せんセットは確実に閉めて使用する 
漏れてやけどなど危険です｡ 

自動車専用の缶ホルダーで使用する場合は… 
①飲み物を飲むとき以外は、せんセットを確実に閉める 
　本体が倒れたり、傾いたときに飲み物がこぼれ、やけどやけがの原因になります。 

②本体が缶ホルダーに安定しておさまることを確認してから使用する　
不安定な状態やきっちりおさまっていない状態で使用すると本体が倒れ、やけどや
けがの原因になります。 

③あらかじめ強度を確認してから使用する　　　　　　　　　　　　　
強度が十分でないと缶ホルダーがはずれたり破損して､やけどをしたり車内や衣服
を汚す原因になります。 

④市販の缶ホルダーは据え置き型を使用する 
　ウインドーやエアコン吹出口に取りつける吊り下げ型は缶ホルダーがはずれる場合
がありますので使用しないでください。　 

●一部車種や市販の缶ホルダーの種類によっては入らないことがあります。 

熱いお茶を長時間保温すると､お茶の色が変わります｡お出かけの時は､
ティーバッグなどのご利用をおすすめします。 

飲み物の量は図の位置までにする 

洗浄したせんセットに､水が残ら
ないよう数回ふり、ふき取る 
残ったしずくが漏れてくることがあります｡ 

落とす､ぶつけるなど強い衝撃を
与えない 
樹脂部分が破損したり､ステンレス 
表面がへこみ､保温・保冷性能が 
低下することがあります｡ 

熱いやかんを飲み口や肩部(口がね)
に触れさせない 
転倒してやけどなど 
の危険があります｡ 
また傷や変形の原因　 
になります｡ 

ストーブやコンロなど火のそばに
近づけない 
変形や変色の原因になります｡ 

せんパッキン・飲み口パッキンは
必ずつけた状態で使用する 
漏れてやけどなど危険です｡また車内や
衣服を汚す原因になります。 

電子レンジでの加熱はしない　 
火花が飛び危険です｡ 
また､変形や変色の原因になります｡ 

●お買い上げの商品とこの取扱説明書に記載したイラストは異なることがあります。 

入れすぎてせんセットを 
閉めると､飲み物が 
あふれることがあり 
危険です｡ 
また､あと 
から漏れ出すこと 
があります｡ 

SM-H

肩部 
(口がね)

必ずお守りください 

ご注意とお願い 

本体の絵柄をつめや固いもので
ひっかいたり、こすったりしない 
はがれる原因になります。 

氷が大きくて入らない場合は、あらかじめ小さく砕いてから入れる 
無理やり押し込んだり、たたいたりすると、変形し、故障の原因になります。 

保温性能が低下した製品は使用しない 
熱い飲み物を入れると本体外側が熱く
なり、やけどの危険があります。 

乳幼児の手の届くところには置か
ない。また、小さなお子様には使用
させない 
やけどやけがなど危険です｡ 

自動車運転中は使用しない 
やけどをしたり､車内や衣服を汚す原因になります。また運転者の場合､運転への
注意が散漫となり､非常に危険です｡ 

飲み物 

飲み物はその日のうちに飲みきる　 

長時間放置した場合は腐敗によりガスが発生し､本体内の圧力が上がり､せんセットを
はずすときにせんセットが飛んだり、飲み物がふき出たり､せんセットなどが破損して飛
散することがあり危険です｡ 

使用後はすぐに本体内側をよく洗う 
さびや穴あきなどの故障や腐敗の原因
になります。 

次の物は絶対に入れない 
●ドライアイス･炭酸飲料　　　　 
　本体内の圧力が上がり､飲み物がふき
出たり､せんセットが破損して飛散する
ことがあり危険です｡ 

●みそ汁・スープ・昆布茶など､塩分を含んだもの 
　本体内側は､ステンレスにフッ素樹脂
コーティングを施しておりますが､さ
びたり､保温・保冷性能が低下する恐
れがあります｡ 

●牛乳･乳飲料･果汁など　　　　　
成分が腐敗することがあります。そのま
ま長く放置した場合は腐敗によりガスが
発生し､本体内の圧力が上がり､飲み物
がふき出たり､せんセットが破損して飛
散することがあり危険です｡ 

●果肉･お茶の葉　　　　　　　　
詰まる、漏れるなど故障の原因になり
ます｡ 

ティーバッグを入れたままでせんセットを閉めない 
ティーバッグがふくらみ、飲み物が漏れたり、飛び散りの原因になります。 

使用後は必ずせん・せんパッキン・飲み口・飲み口パッキンをきれいに洗う 
放置しておくと、カビ発生の原因になります。 
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●パソコンの性能・利用環境やソフトウェア（Flash Player）のバージョンなどに 
　より、使用できない場合があります。 
●ホームページの内容は予告なく変更になる場合があります。 

●胴柄シート・クリアシートを入れかえると
きは、付属の各シートのサイズに合わせ
て切り取ってください。大きさが違った場
合、きれいにセットできなかったり、クリア
カバーパッキンにかみ込み、各シートが濡
れる場合があります。 188mm

115 
　mm

115 
　mm

209mm

象印のホームページにいろいろなデザインを掲載しています。 
また、デジタルカメラで撮影した写真を使ってオリジナルのシートが作れ
ます。詳しくはホームページをご覧ください。 

サイズの目やす 

本体からせんセットをはずす 

飲み物を入れ､せんセットを
閉める 

飲み物を入れすぎてせんセット
を閉めると､あとから漏れ出す
ことがあります｡飲み物を入れ
すぎた場合は､少量の飲み物を
すててから､元どおりせんセット
を閉めてください｡ 

使い方 

●せんセットは､確実に閉めてください。 

あらかじめ本体内側に少量の熱湯(冷
水)を入れ､1分程度予熱(予冷)すると
保温(保冷)により効果的です。 

1

2

ご使用前にせんセット･飲み口セット・本体内側を､ぬるま湯で十分
洗ってください｡また､せんパッキンが正しく取りつけられているこ
とを確認の上､ご使用ください｡ (飲み物が漏れる原因)

はずす 

閉める 

●バッグなどに入れるときは､万一の漏れを防ぐ
ために､本体を縦に置いてください。 

●飲み物を飲んだあとは、本体を立てた状態でせ
んセットを閉めてください。 

HA

お気に入りの写真やイラストを使って自分だけのオリジナルマグボトルが
作れます。お気に入りの写真やイラストをシートのサイズに合わせて切り
取り、入れかえてください。 

ホームページからダウンロードできます 

http://www.zojirushi.co.jp/d-mug/

●本体からクリアカバーをはずして胴柄シートやクリアシートを入れかえ 
　てください。（クリアカバーのはずし方・取りつけ方はP.7、8参照） 

●付属のクリアシートはクリアカバーや胴柄シートの保護のためではなく、 
　デザイン性のために入れています。胴柄シートをお気に入りのものに入 
　れかえる際、不要な場合は取りはずしてください。 

胴柄シート・クリアシートが入れかえられます 

飲み物 

せんセット 

本 体 

●水に濡れる場合がありますので
大切な写真などは必ず複製をと
ってから使用してください。 

●紙質・インクの種類などにより、
クリアカバー・クリアシートの内
側に印刷がうつることがあります。 
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お手入れ 

本体内側やせんにこびりついた茶しぶなどの汚れには 
｢象印ステンレスボトル用洗浄剤 ピカボトル ｣をご利用ください｡(別売品) 
●ピカボトルを使用する場合は、せんセットを本体からはずしてください。 

●いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。 
●必ず分解してからお手入れをしてください。(P.7、8参照)

本体内側 

クリアカバー 

●せんパッキン・飲み口パッキンをはずしてから洗ってください。
●洗いにくい部分は市販の小型ブラシなどで洗ってください。 

本体外側 
クリアカバーストッパー 
せんセット 
飲み口セット 

●塩素系漂白剤は使用しないでください｡　 
   さびや穴あき(本体内側)など故障の原因になります。 

●丸洗いできますが、つけ洗い(水中に放置)はしないでください｡ 

●本体を丸洗いしたあとは、必ず水分をふき取るようにしてください。 
　水滴のあとやさびが発生する恐れがあります。 

●シンナーやベンジン・金属たわし・研摩材入りたわし・みがき粉・クレンザー
　などは､使用しないでください｡ 製品を損傷する恐れがあります。 

●煮沸はしないでください。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用 
　しないでください｡　傷やさび・変形など故障の原因になります。 

使用中､水質や不純物などにより本体内側に赤さび状の斑点が出たり水ア
カが付着することがあります｡このような場合は､食酢を約10％加えた湯
を入れ､約30分放置してください｡そのあと柄のついた柔らかいスポンジ
ブラシなどできれいに内面を洗ってから使用してください。 

赤さび状の斑点や水アカなどのお手入れ 
 

茶しぶなどのお手入れ 

ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませ
て洗います。水洗いの後、数回振り、水気をふいてよく
乾燥させてください。 

ぬるま湯か水で丸洗いし、すぐに乾いた布で水分を十分
ふきとってください。 
●胴柄シートとクリアシートをクリアカバーから取り出して
　洗ってください。(P.7、8参照)

柄のついた柔らかいスポンジブラシなどにぬるま湯で
薄めた台所用中性洗剤を含ませて洗います。きれい
に内面を洗ってから乾燥してください｡ 
●常にお手入れをしていただきますと､においの付着を
防ぎ清潔に使用していただけます。 
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部品名  部品番号 

クリアカバーパッキン 

クリアカバーストッパーパッキン 

クリアカバー 
ストッパー 

●ミゾに沿う
　ように 
●凸部が外
　側になるよ
　うに 

本体底の凸部にクリアカバー
内側下部の凹部を合わせる 
（４カ所） 

パッキンを傷
つけないよう
に注意してく
ださい。 

飲み口パッキン 

ステンレスボトル用洗浄剤 
ピカボトル(10g×4包入り) 

部品・消耗品・別売品 

せんパッキン・飲み口セットの交換 
せんパッキンと飲み口セット（飲み口・飲み口パッキン）は消耗品です。１年を目やす
にご確認ください。樹脂がザラザラしていたり、損傷している場合は新しい部品に交
換してください。（有償） 

飲み口セット 
（飲み口・飲み口パッキン） 

せんパッキン 

部品のはずし方・取りつけ方 
■せんセット 

は
ず
し
方 

は
ず
し
方 

①飲み口セットを図のように本体 
　からはずす 

②飲み口パッキンをつまようじ 
　などを使って取りはずす 

①飲み口パッキンを凸部が外側に 
　なるように取りつける 

■飲み口セット 

■クリアカバー 

■クリアカバー 

●クリアシート・胴柄シートには上下
の方向性があります。 

●クリアシート・胴柄シートが折れ曲
がっていたり、きれいにセットされ
ていないと、クリアカバーパッキ
ンにかみ込み、クリアシート・胴柄
シートが濡れる場合があります。 

●クリアシートが胴柄シートの外側
になるように、クリアカバーに入れ
てください。 

●クリアカバーパッキンが曲がっているときは、本体のミゾに沿うようにまっ
すぐに直してください。クリアカバー内に水が入り、クリアシートや胴柄シー
トが濡れる場合があります。 

●クリアカバーパッキンは
凸部が外側になっている
ことを確認してください。 

●クリアカバーストッパーパッキンがねじれたり、ふくれ
た箇所のある場合は、クリアカバーストッパーのミゾに
沿うように、指先で均等になるよう直してください。 

　クリアカバー内に水が入り、クリアシートや胴柄シート
が濡れる場合があります。 

本体底の凸部にクリア
カバー内側下部の凹部
を合わせ、クリアカバー
の上端が本体に当たる
まで押し込んでください。 

クリアシート・胴柄シートをクリアカバー内側下部の凸部に当たるところ
まで押し込み、クリアカバーの内側に沿うようにセットしてください。 

取
り
つ
け
方 

取
り
つ
け
方 

①クリアカバーストッ
パーを矢印の方向
へ回してはずす 

③クリアカバーストッパーパッキンがミゾに
しっかりと取りつけられているのを確認
して、クリアカバーストッパーを取りつける 

②本体を持ち、クリア
カバーを下に引き
はずす 

③クリアカバーから
胴柄シート・クリア
シートを取り出す 

①クリアカバーにクリアシート・胴柄シートを入れる 

②本体にクリアカバーを
　取りつける 凹部 凸部 

ミゾ 

ミゾ 

凸部 

凹部 

クリアシート・胴柄シート 

②飲み口セットを少し回しなが
ら本体にきっちりと押し込む 

●損傷した場合は、新しい部品と交換（有償）してください。 
●お買い求めの際には、製品の型名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求め
ください。（ホームページでのご購入はP.10参照） 

BB378010M-00

BB378805L-○○ 

SB-ZA01-J

は
ず
し
方 

①せんパッキンの凹部とせんの凸部を合わせ、合わせた部分を
指で押さえながら、周囲を順次押し込み取りつける 

②せんパッキン外周部を中心方向へ､指でまんべんなく押さえ､
すき間がないようにする 

①せんパッキンを指でつまんで
取りはずす。 

取
り
つ
け
方 

① ② 凸部 

凹部 

せん 

せんパッキン 

せんパッキンの外側から中心
へ向かって指で押さえます。 

せんパッキン 

せんパッキンの上下を間違えない 
ように正しく取りつけてください｡ 
 (作動不良・飲み物が漏れる原因になります。)

平らなほうを 
                上に 

凸部 

＜表示例＞ 
  SM-HA25 WB ←色柄記号 

○○表示は部品色柄記号です。 
お求めの際は製品の色柄記号
までご指定願います。 
（底面シールに表示） 

クリアカバー 
ストッパー 

7 8 9


	表紙
	各部のなまえ
	必ずお守りください
	ご注意とお願い
	使い方
	お手入れ
	部品のはずし方・取りつけ方
	部品・消耗品・別売品
	Ｑ＆Ａ
	お客様ご相談窓口

