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 1. 交換インジケーター
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2. ふた
		
3. MAXTRA+浄水フィルター
		
4. 水受け部
		
5. ポット / タンク
		
6. 注ぎ口
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BRITA Guarantee

EN 	1. Cartridge exchange indicator
2. Lid
3. MAXTRA+ water filter
4. Funnel
5. Jug / Tank
6. Tap spout
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本体（カートリッジは除く）、ご購入日より 1年間
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I. よりきれいで、より新鮮なおいしい水を実現
するBRITA
する
BRITAをお買い上げいただきまして、ありがと
をお買い上げいただきまして、ありがと
うございます。
MAXTRA+に革新的なBRITA MicroFlow Technologyを採用することで、パワフルな浄
水機能を実現。
• コンパクトなマイクロカーボンパールは、ココナッツ殻の天然炭素から作られてい
ます。BRITAのBRITA MicroFlow Technologyの働きで、塩素などの不快な味やにお
いの元となる物質を何百万個もの細孔からなるマイクロカーボンパールのフィルタ
ー中に効果的に閉じ込めます。
• イオン交換樹脂が、高い水アカ除去機能を発揮しケトルやコーヒーマシンへの水ア
カをふせぎます。
• 水に含まれている可能性のある、鉛や銅などの金属を効果的に除去します。よりき
れいで、より新鮮なおいしい水を、温かい飲み物や冷たい飲料水として、またはお
料理にお使いいただけます。
• この浄水システムにより除去または軽減される汚染物質やその他の物質は、必ずし
もご家庭の水道水に存在するものではありません。
MAXTRA FlowControl（マクストラフローコントロール）: 最適な浄水効果を実現
浄水フィルターと水受け部の組み合わせにより、最適なろ過時間を実現します。
MAXTRA+浄水フィルターのご使用期限
MAXTRA
+浄水フィルターのご使用期限
MAXTRA+浄水フィルターのご使用期間は、お住まいの地域の水質、特に水の硬度に
よって異なります。
MAXTRA +浄水フィルターは最大150リットル*までろ過することができます。最適
な性能でお使いいただくために、MAXTRA+浄水フィルターを4週間ごとに交換して
ください。BRITAポット型浄水器本体に付いているカートリッジ交換デジタルインジ
ケーターが、浄水フィルターの交換時期をお知らせします。
*水アカの除去効果は、120リットル使用時まで持続します。（DIN10521の基準に
よる）

50年以上の実績に基づいた品質保証
BRITAは50年以上にわたり、浄水器の分野において常に革新
を続け、最高級の品質を保ってきました。BRITAは、高い品
質要請を達成するため、社内外に厳しい品質管理を課してい
ます。独立した研究機関のTÜV SÜD（テュフ ズード）は、
家庭用ポット型浄水器と浄水フィルターにおける品質の安定
性を定期的に管理しています。TÜV SÜD（テュフズード）は
、ドイツとヨーロッパの法律に基づき、BRITAポット型浄水
器とMAXTRA+浄水フィルターが食品級の安全性を有すること
を認定しています。

100%満足保証：BRITA
100%満足保証：
BRITA製品保証
製品保証

注記：製品の返送などにかかる費用はお客様のご負担となります。
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BRITAは、お客様がご購入いただいた製品の品質と性能にご
満足いただけることに自信を持っています。万が一、お客様
が本製品に十分ご満足されない場合は、ご購入日から30日
以内であればご購入代金を払い戻しいたします。ポット型浄
水器と共に購入先の領収書またはレシートを同封し、専用申
込書にご返品の理由、氏名、電話番号を書き添えてカスタマ
ーセンターのご案内に従い返送をお願いいたします。*専用
申込書はBRITAカスタマーセンターから直接お取り寄せくだ
さい。

II. 初めてのご使用とカートリッジの交換
BRITAポット型浄水器を最適にご使用いただけるように、以下の指示に従ってお使い
ください。

1	新しいBRITA
新しいBRITAポット型浄水器を初めてご使用になる前、または
ポット型浄水器を初めてご使用になる前、または
浄水フィルター交換時に行う本体の洗浄方法
水受け部とポット
BRITAポット型浄水器は、水またはぬるま湯で必ず手洗いしてください。最も効果的
な洗浄結果を得るため、水受け部の両面を水道水で何秒間か流してください。BRITA
ポット型浄水器に、変色の原因となる食品（ケチャップやマスタードなど）が触れた
場合は、ポット型浄水器を洗浄してください。
BRITA Smart Light A ふた付きモデルの場合
BRITA Smart Lightを反時計回りに回し、ふたから取り外してください。 A
取り外したBRITA Smart Lightは食洗機で洗わないでください。取り外した後、BRIT
A Smart Lightを水に濡らした柔らかい布で拭いてください。ふたを洗浄した
後、BRITA Smart Lightをふたに装着し、時計回りに最後まで回して下さい。 B
取り外しができないBRITA液晶メモがふたに搭載された対象モデルをお使いの場
取り外しができないBRITA
液晶メモがふたに搭載された対象モデルをお使いの場
合 M
ふたは食洗機で洗わず、手洗いしてください。
注ぎ口付きBRITA
注ぎ口付き
BRITAの浄水器
の浄水器 C モデルをお使いの場合

注意

注ぎ口は水で流し洗い、注ぎ口の中は綿棒または綿棒のようなもので拭きます。水漏
れを防ぐために、ユニオンナットをしっかりと締めてください。レバーの根元にある
キャップを回せば、注ぎ口を浄水器から簡単に切り離して洗うことができます。
 磨剤は使用せず、中性洗剤を使用してください。ふたとBRITA
研
Smart Lightの水アカを除去するための洗浄には、一般的な家庭用食
器洗剤を使用してください。

2 MAXTRA
MAXTRA+浄水器の準備
+浄水器の準備

D

信頼できる品質：全MAXTRA+浄水フィルターは、最高級の衛生を保つために熱蒸気
処理をしています。MAXTRA+浄水フィルターから保護包装フィルムを取り外してく
ださい（注:MAXTRA+浄水フィルターは、蒸気処理プロセスで湿っている可能性があ
ります）。洗浄したポットに冷水を注いでください。MAXTRA+浄水フィルターを水
に浸し、静かに振って気泡を取り除きます。MAXTRA+浄水フィルターを取り出し、
水を捨てます。

3 MAXTRA
MAXTRA+
+ 浄水フィルターの挿入

E

水受け部をポットに差し込みます。MAXTRA+浄水フィルターを水受け部のくぼみに
差し込み、しっかり押し込みます。
水受け部を逆さまにしたときに、浄水フィルターが外れないことを確認してくだ
さい。

4 BRITA
BRITAポット型浄水器への注水
ポット型浄水器への注水
注水方法は、BRITA浄水器モデルのふたの種類によって異なります。水受け部に注が
れた水は、自動的にろ過され、ポットに流れこみます。
ふたの種類
フリップトップ式ふた搭載のBRITA
フリップトップ式ふた搭載の
BRITAポット型浄水器をご使用の場合
ポット型浄水器をご使用の場合 F
ふたをしっかりとセットします。フリップトップ式ふたを開け、蛇口の下に注水口が
来るように置きます。蛇口の真下にBRITAポット型浄水器を置き、水道水を注ぎ入れ
ます。
注水口なしのBRITA
注水口なしの
BRITAポット型浄水器をご使用の場合
ポット型浄水器をご使用の場合 G
ふたを取り外し、蛇口から水受け部に水道水を注ぎます。ふたをしっかりとセットし
ます。

5 MAXTRA
MAXTRA+
+ 浄水フィルターの使用開始
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MAXTRA+浄水フィルターを使用可能な状態にするために、水を2回注水します。最
初の2回分の水は捨てるか、植物などにお使いください。3回目に水を注ぎ入れた時
点から、MAXTRA+ポット型浄水器をご使用いただけます。きれいで新鮮な、おい
しいBRITAの水をお楽しみください。3回目のろ過水に活性炭の微粒子が混じる場合
、さらに水受け部を洗い流し、浄水器の挿入を繰り返してください。微粒子について
詳しくは、「重要な注意事項」に記載されている「活性炭の微粒子について」をご覧
ください。

6 浄水フィルター交換インジケーターの設定
BRITAの浄水器の交換インジケーターがMAXTRA+浄水フィルターの交換時期をお知
らせします。インジケーターはBRITAポット型浄水器のふたに付いています。最適な
ろ過性能を実現いただくために、MAXTRA+浄水フィルターを、少なくとも4週間ご
とに交換することをお勧めします。
ふたの種類
BRITA Smart Light付きBRITA
Light付きBRITAポット型浄水器をお使いの場合
ポット型浄水器をお使いの場合 I
BRITA Smart Light によって、いつでも、きれいで新鮮な、おいしいBRITAの水
をお楽しみいただけます。ろ過の状態を測定し、直感的にカートリッジの交換
時期がわかるため、最適なろ過性能でお使いいただくことができます。センサ
ーを搭載し、最後に浄水フィルターを交換した時からの経過時間だけでなく、
ろ過した水の量も管理します。MAXTRA+浄水フィルターを初めてご利用にな
るときとMAXTRA+浄水フィルターを交換するたびに、BRITA Smart Light LED
ライトが緑色に３回点滅するまで K 約10秒以上 J
LEDライト部分にあるResetボタンを押してください。これで、ポット型浄水器が使
用可能になります。
BRITA Smart Lightは、ポット型浄水器をご使用のたびに、カートリッジの状態をラ
イトの異なる色の点滅でお知らせします。
緑色のライト：MAXTRA+浄水フィルターは、最適な性能でろ過しています。
黄色のライト：浄水フィルターの交換時期が近づいています。補充の準備をお願いし
ます。
赤色のライト：浄水フィルターを交換してください。これは、4週間後、またはろ過
した水150リットル*（標準的な注水量から推測される）の使用後になります。
ろ過性能の状態はいつでも確認することができます。BRITA Smart Lightを押すと、
実際の浄水フィルターの状態が表示されます。 J + K 
*水アカの除去効果は、120リットル使用時まで持続します。（DIN10521の基準に
よる）
Memo付きBRITA
Memo付き
BRITAポット型浄水器
ポット型浄水器 L + M
BRITA液晶メモが、MAXTRA+浄水フィルターの交換時期を4週間ごとにお知
らせします。MAXTRA+浄水フィルターが使用可能な状態になったら、Mem
o（メモ/液晶インジケーター）のディスプレイの保護シールを取り外し、デ
ィスプレイに4つのバーがすべて表示され2回点滅するまでSTARTボタンを押
し続けます。ディスプレイ右下で点滅する小さな点は、BRITA 液晶メモが正しく
作動していることを示しています。各バーは、約1週間の使用可能残量を表示しま
す。MAXTRA+浄水フィルターの推奨ご使用期間は、バー4目盛分または100%に相当
します。1週ごとにバーが1つずつ消えていくので、MAXTRA+浄水フィルターの使用
期間がどれだけ残っているのかが分かります。すべてのバーが消え、矢印が点滅し始
めたら、MAXTRA+浄水フィルターを交換します。

7 MAXTRA
MAXTRA+
+ 浄水フィルターの交換

N

MAXTRA+浄水フィルターを取り外してください。「初めてのご使用とカートリッジ
の交換」の手順1～6に従います。

III. 重要な注意事項
BRITAポット型浄水器が直射日光にあたらないようにしてください。BRITAポット型
浄水器はオーブンやコーヒーマシンなどの発熱体から離れたところに置いてくださ
い。BRITAポット型浄水器は涼しい場所に保管してください。
BRITAの水は飲用及び、料理、調理用にろ過されています。BRITAでろ過した水は、
生ものと同じように扱い、1日以内にお使いください。
交換用の新しいMAXTRA+浄水フィルターを常に用意しておいてください。MAXTRA
+浄水フィルターは包装フィルム未開封のまま乾燥した涼しい場所に保管することを
お勧めします。
BRITAポット型浄水器のふたや自動開閉注水口に水アカが付くことがあります。これ
は、炭酸硬度（カルキ）を含む、ろ過されていない水道水と常に接触していること
を示します。一般的な家庭用食器洗剤を使用し、ふたとBRITA Smart Lightを定期的
に洗浄し、水アカを除去することをお勧めします。BRITA Smart Lightを落下させた
場合は損傷がないかチェックしてください。もし目に見える損傷が確認できる場合
は、交換してください。廃棄の際は、各自治体指定の条例と規則に従って下さい。
誤飲を避けるため、BRITA Smart Lightはお子さまの手の届かないところに置いてお
いてください。BRITAポット型浄水器をしばらくの間使用しない場合（旅行中など）
は、MAXTRA+浄水フィルターを外し、浄水器の中に残った水を捨て、MAXTRA+浄
水フィルターをもう一度緩く挿入してください。BRITAポット型浄水器の使用を再開
する場合は、MAXTRA+浄水フィルターを外し、浄水器を十分に洗浄し、「初めての
ご使用とカートリッジの交換」の手順3～5をもう一度行ってください。BRITAのカー
トリッジ交換インジケーターには、十分ご注意ください。BRITAポット型浄水器に、
変色の原因となる食品（ケチャップやマスタードなど）が触れた場合は、BRITAポッ
ト型浄水器を洗浄してください。注ぎ口付きBRITAポット型浄水器の注ぎ口とタンク
の継ぎ目で水漏れが発生する場合は、タンク・ディスペンサー内部の六角ナットを締
めてください。

最適な性能でお使いいただくために
沸かしていない水道水のみをろ過してください。

ポイント: ろ過してから沸かす
BRITAポット型浄水器は、自治体が供給する水道水（常時管理され、法的規制に従っ
た安全な飲料水）または安全な飲料水であると認められた民間供給の水のみを使用す
るよう設計されています。水道水を使用前に煮沸するよう関係当局から指示されてい
る場合は、BRITAの浄水器で使用する水も煮沸する必要があります。水道水を煮沸す
る指示が解除された際は、BRITAポット型浄水器を洗浄し、新しいMAXTRA+ 浄水フ
ィルターをセットしてからお使いください。一部のお客様（免疫不全の方や乳児など
）は、一般的に水道水を煮沸してから使用するように勧められることがありますが、
これはBRITAでろ過した水にも当てはまります。また水の種類にかかわらず、水を煮
沸するときはステンレス製の調理器具や電熱線が露出していないステンレス製のやか
んをご使用ください。特に、ニッケルに敏感な方はステンレス製の器具か電熱線が露
出していないステンレス製のやかんをお使いください。

とても衛生的
衛生上の理由から、MAXTRA+浄水フィルターの中はシルバーで特殊加工されていま
す。このため、ごく微量のシルバーが水に溶け出ることがあります。溶け出る量は、
世界保健機構（WHO）が定めた飲料水質のガイドラインに適合しています。
カリウムの摂取に注意が必要な方へ
BRITAのカートリッジを使用した浄水器でろ過した水の初期数リットルは、100ml中
最大で9mgのカリウムを含むことがあります。これは、リンゴ1個に約150 mgのカリ
ウムが含まれていることと比べると、とても微量です。ただし、腎臓病を患っている
方および、カリウムの摂取を制限されている方は、BRITAポット型浄水器を使用する
前に医師とご相談下さい。

活性炭の微粒子について
活性炭は天然素材であるため、ブリタのBRITAマイクロカーボンパールの密度も均一
ではありません。小さな活性炭同士が擦れ合う原因となり、その結果活性炭の微粒子
が、黒い粒子となってろ過した水に入り込むことがあります。この活性炭の微粒子
、健康に悪影響をもたらすものではありません。たとえ摂取したとしても人体に害を
与えることはありません。活性炭の微粒子が目立つ場合、黒い粒がなくなるまで、浄
水器を数回洗い流すことをお勧めします。

BRITA Smart LightとBRITA
LightとBRITA液晶メモについて
液晶メモについて
BRITA Smart LightとBRITA液晶メモはバッテリー
を使用しており、使用年数は約5年間です。電池が
きれたら、各自治体指定の条例と規則に従って廃
棄して下さい。ふた、BRITA Smart Light、BRITA
液晶メモ（液晶メモ）は個別にご購入いただけます。
*交換の回数をご自身で記録されている場合は、ふたを購
入していただく必要はありません。電池が切れたBRITA
液晶メモを取り外すにはBRITA 液晶メモの横にあるくぼみに
ドライバーを当て、押し上げてください。BRITA 液晶メモを交換または廃棄以外の
目的で取り外さないでください。電池が切れたBRITA Smart Lightを廃棄する場合は
、反時計回りに回してふたから外してください。 A

免責事項
お客様が取扱説明書にある指示に従わなかった場合は、＜ブリタ＞はいかなる法的責
任も負わないものとします。

IV. BRITA Club
BRITA製品をご購入いただきありがとうございます。BRITA Clubでは、様々な特典
をご用意しています。この機会にぜひご入会ください。
1. 製品2年保証：ブリタクラブにご登録、そしてご購入製品をご登録していただきま
すと、保証期間が購入日から2年間に延長されます!
2. 会員様限定キャンペーン&イベント：会員様限定のプレゼントキャンペーンの
ご案内をさせて頂いております。
3. お得な情報が満載のEメールニュースレター：新製品、キャンペーン等をニュース
レターで配信します。
4. カートリッジの交換時期をお知らせ：交換された日付をご入力いただきます と、
交換時期をメールにてお知らせするリマインダー機能をご利用いただけます。

BRITA Club入会のご案内
入会のご案内
BRITAのウェブサイトにある「BRITA Club」をクリックして
アクセスしてください。会員登録に必要な項目を入力してください。
*個人情報取り扱いの詳細については、弊社ホームページに掲載しております。
*特典やキャンペーンの内容は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了
承ください。

V. BRITA
BRITA製品保証について
製品保証について
1. 本製品は、ご購入時より1年間、本体の欠陥に対して 保証が適用されます。
*BRITA Clubにご登録いただくと、製品保証は2年間に延長されます。
2. 本保証書は、本製品が取扱説明書に従いご使用されている限り有効であり、次の
場合は適用外となります。
A. 浄水フィルター
B. 使用上の誤り又は不当な修理や改造による故障および損傷
C. 落下等による故障及び損傷
D. 火災、地震、水害、落雷、その他の 自然現象による故障または損傷
E. 本保証書、レシートまたは領収書、故障した本製品の提示がない場合
F. 本保証書に販売店、ご購入日の提示がない場合

3. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
4. 本保証書はBRITA Japan株式会社が輸入・販売した製品に限り有効です。
5. 本保証書は再発行いたしませんので、紛失されないように大切に保管してくだ
さい。
6. この製品保証はお客様の法的権利を制限するものではありません。
7. 修理または交換した製品が故障した場合でも、ご購入時より1年経過しておりまし
たら、有償での修理・交換になります。
修理・交換のお申し込みは、下記のBRITAカスタマーセンターまでご連絡ください。
ご連絡いただく際は、本保証書、故障した本製品またはパーツをご準備ください。
BRITA カスタマーセンター
TEL: 0570-001179 平日10：00～17：00（土・日・祝日は休み）
〒104-0061

東京都中央区銀座3-15-10 7F
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I. T
 hank you for choosing BRITA quality for
cleaner, fresher tasting water.
The innovative BRITA MicroFlow Technology within MAXTRA+ ensures a much more
powerful water filtration:
• The small Micro Carbon Pearls are made from carbon from natural coconut shells.
Thanks to the BRITA MicroFlow Technology taste and odour impairing substances,
such as chlorine, are effectively locked away in millions of pores within the Micro
Carbon Pearls of the filter.
• Ion-Exchange Pearls ensure powerful limescale reduction for reliable protection of
kettle or coffee machine.
• Effective reduction of metals such as lead and copper that may be present in your
water from older plumbing. For cleaner, fresher tasting water in your hot and cold
drinks and for cooking.
The contaminants or other substances removed or reduced by this water treatment
system are not necessarily present in your water.
MAXTRA+ FlowControl: perfect filtration
MAXTRA+ FlowControl ensures the perfect filtration time for best results through the
combination of the MAXTRA+ water filter and the funnel of the BRITA water filter jug.
Lifetime of the MAXTRA+ water filter
MAXTRA+ water filter life depends on local water quality, such as water hardness.
The MAXTRA+ water filter filters up to 150 litres*. To ensure optimum performance
you should change your MAXTRA+ water filter every four weeks. To remind you of
the next water filter change, your BRITA water filter jug is equipped with a cartridge
exchange indicator.
* Limescale is certified to be reduced for 120 L according to DIN 10521.

Over 50 years of experience is a guarantee of quality
For over 50 years, BRITA has stood for constant innovation
and the highest quality of water filter solutions. To reach high
quality requirements at BRITA there are stringent internal and
external quality controls. The independent and renowned TÜV
SÜD controls the consistent quality of household water filter
jugs and water filter on a regular basis. TÜV SÜD certifies the
food grade quality of BRITA water filter jugs and the MAXTRA+
water filter according to German and European legislation.

100% satisfaction: the BRITA guarantee

Note: Costs for returning the product etc. are your responsibility.
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BRITA is convinced that you will be satisfied with the quality
and performance of this product that you have purchased. If
you are not fully satisfied with this product, we will give you a
refund of the purchase price up to 30 days after the date of
purchase. Enclose the store-issued receipt with the water filter
jug and the designated application form indicating the reason
for a refund, your name and telephone number and send them
to BRITA Customer Service you will find on the last page.
*Request the designated application form directly from BRITA
Customer Service.

II. Quality from the very start
To ensure that you get the best results from your BRITA water filter jug, please follow
the instructions carefully.

1	Cleaning instructions for your new BRITA water filter jug
before first use and after every water filter exchange
Funnel and jug
Please clean your BRITA water filter jug only by hand with cold or lukewarm water.
For best cleaning results, turn the funnel upside down and let tap water flow through
the valve for a few seconds. If your BRITA water filter jug has been in contact with
food that is likely to cause discolouration (e.g. tomato ketchup, mustard) clean your
water filter jug.
Lid with BRITA Smart Light A
Before cleaning the lid in the dishwasher please remove the BRITA Smart Light from
the lid by turning it anti-clockwise. A
The removed BRITA Smart Light must not be washed in the dishwasher. After removal
clean the BRITA Smart Light by hand using a soft and damp cloth. After cleaning the
lid simply insert the BRITA Smart Light back into the lid by turning it clockwise as far
as it will turn. B
Lid with non removable BRITA Memo M M
The lid must not be washed in the dishwasher. Clean the lid by hand.
BRITA water filter with a tap spout C

TIP

Please pass warm water through the tap spout, and you may wipe it internally with a
cotton bud or similar. Please hand tighten the union nut in order to ensure that leaks
are prevented. The tap can be easily disassembled by screwing off the cap located
under the lever and then cleaning the spout and components.
Please use mild detergents but no abrasive cleaners. For descaling
the lid and the BRITA Smart Light use common household citric
acid based descaling fluids.

2 Preparation of the MAXTRA+ water filter

D

For quality you can trust: BRITA hot steam treatment for ultimate hygiene in every
MAXTRA+ water filter. Remove the protective wrapper from the MAXTRA+ water filter
(Note: The MAXTRA+ water filter may be damp from steam treatment process). Fill
the clean jug with cold water. Immerse the MAXTRA+ water filter in cold water and
shake it gently to remove any air bubbles. Remove the MAXTRA+ water filter and
discard the used water.

3 Insert the MAXTRA+ water filter

E

Insert the funnel into the jug. Place the MAXTRA+ water filter into the hollow of the
funnel and push downwards until it is positioned firmly.
Ensure that the filter does not come off when the funnel is turned upside down.

4 Filling of the BRITA water filter jug
The filling method depends on the features in the lid of your BRITA water filter model.
The water in the funnel is automatically filtered and flows into the jug.
Variants of the lid
BRITA water filter jug with flip top lid F
Carefully press the lid onto the jug until it is in place. Open the flip top lid and place
the opening under the tap. Fill your BRITA water filter jug directly under the tap with
cold water.

BRITA water filter jug without pour through opening G
Remove the lid and fill the funnel with cold tap water. Press the lid onto the jug until it
is in place.

5 Activate the MAXTRA+ water filter

H

The MAXTRA+ water filter must be activated with the first two fillings. Discard the first
two fillings or use the water for your plants. With the third filling the MAXTRA+ water
filter jug is ready for use – you will enjoy cleaner, fresher tasting BRITA filtered water.
In case that carbon particles are released please rinse the funnel and insert the water
filter again. For detailed information about particles please see paragraph “Natural
traces” under “Important notes”.

6 Water filter exchange indicator adjustment
Your BRITA water filter exchange indicator will prompt you when you need to change
the MAXTRA+ water filter. The indicator is in the lid of your BRITA water filter jug.
BRITA recommends the exchange of your MAXTRA+ water filter at least every four
weeks to ensure optimum filtration performance.
Variants of the lid
BRITA water filter jug with BRITA Smart Light I
The BRITA Smart Light ensures that you can enjoy cleaner, fresher tasting BRITA
filtered water all the time. It monitors the filtration performance and indicates intuitively
when to change the cartridge for optimum filtration performance. Using an intelligent
sensor it not only measures the time since the last water filter change but also takes
the volume used into account. For activation before first use and after every change
of the MAXTRA+ water filter, press the BRITA Smart Light LED reset button for
approximately 5-10 sec J until the LED light is fading green in and out three times
K . Your water filter jug is now ready to use.
During every use of the water filter jug the BRITA Smart Light will prompt you whether
it is time to change the cartridge through different coloured flashing lights.
Green light: MAXTRA+ water filter filters with optimum performance.
Yellow light: it is nearly time to replace your water filter soon, please stock up.
Red light: please exchange your water filter. This will be the case after either four
weeks or 150L* of filtered water usage assuming a typical pouring flow.
You can monitor the status of your filtration performance any time. Simply press on
the BRITA Smart Light with your finger to see the actual filter status. J + K
* Limescale is certified to be reduced for 120 L according to DIN 10521.
BRITA water filter jug with Memo L + M
The BRITA Memo reminds you to change your MAXTRA+ water filter every four
weeks. After activating the MAXTRA+ water filter, please remove protective foil from
Memo display and press the “START” button until all four bars appear in the display
and flash twice. A small flashing dot at the bottom right corner of the display shows
the BRITA Memo is working. Each bar refers to a lifetime of approx. one week. The
recommended MAXTRA+ water filter life of four weeks equals four bars or 100%.
After every one week one bar will disappear to show the remaining MAXTRA+ water
filter life. Change the MAXTRA+ water filter when all the bars have disappeared and
the arrow starts to flash.

7 Exchange of the MAXTRA+ water filter

N

Pull the MAXTRA+ water filter out. Follow the instructions for “Quality from the very
start” from step 1 to 6.

III. Important notes
Do not expose your BRITA water filter jug to direct sunlight. Keep your BRITA water
filter jug away from heating elements, e.g. oven, coffee machine. Store your BRITA
water filter jug in a shady, cool place.

BRITA filtered water is dedicated for human consumption only. It is a perishable food
and as such please consume it within one day.
Ensure that you have a new MAXTRA+ water filter ready for exchange. BRITA
recommends to store your MAXTRA+ water filter in their original wrapping in a cool
and dry place.
Over the lifetime of the BRITA water filter jug you may notice limescale build-up on
the lid. This is due to the fact that it always comes into contact with unfiltered water,
which contains carbonate hardness (limescale). BRITA recommends that you clean
and descale your lid and the BRITA Smart Light on a regular basis with common
household citric acid based descaling fluid. In case you drop the BRITA Smart Light
please check for any damages and replace, if damages are visible. Disposal should
follow all applicable provisions and regulations. Please keep the BRITA Smart Light
out of the reach of children (risk of swallowing). Should your BRITA water filter jug not
be in use for a prolonged period (e.g. holiday), BRITA recommends that you take out
the MAXTRA+ water filter, discard any water left inside the BRITA water filter jug and
loosely insert the MAXTRA+ water filter again. Before using the BRITA water filter jug
again take out the MAXTRA+ water filter, clean the water filter and repeat steps 3 to 5
of the „Quality from the very start”. Please pay special attention to your BRITA water
filter exchange indicator. If your BRITA water filter jug has been in contact with food
that is likely to cause discolouration (e.g. tomato ketchup, mustard) clean your BRITA
water filter jug. To avoid possible discolouration of your BRITA water filter jug, do not
include it in a dishwasher containing dirty crockery from such foods. If you note in
case of a BRITA water filter jug with a tap spout any water seepage between the tap
assembly and the body of the tank, simply tighten the hexagonal nut inside the tank.

Optimum performance
Please filter cold tap water only.

In the event: filter first, and then boil
BRITA water filter jugs are designed for use only with municipally treated tap water (note:
this water is constantly controlled and according to legal regulations safe to drink) or with
water from private supplies which has been tested as safe to drink. If an instruction is
received from the authorities that mains water must be boiled, then BRITA filtered water
must also be boiled. When the instruction to boil water is no longer in force, the entire
BRITA water filter jug must be thoroughly cleaned and a new MAXTRA+ water filter
inserted. For certain groups of people (e.g. those with impaired immunity and for babies),
it is generally recommended that tap water should be boiled; this also applies to BRITA
filtered water. Irrespective of the water used, you should use utensils with stainless steel
or kettles with concealed elements. In particular, people who are sensitive to nickel
should use appliances made of stainless steel or kettles with concealed elements.

Ultimate hygiene
For hygiene reasons, the MAXTRA+ water filter contents are subject to special
treatment with silver. A very small amount of silver may be transferred to the water.
This transference would be within the World Health Organisation (WHO) guidelines.

Sensitive to potassium?
The first few liters of water filtered with a BRITA cartridge may contain up to 9 mg of
potassium per 100 mL. This is a very small amount compared with approximately 150 mg
of potassium contained in one apple. If you have kidney disease and/ or follow a
potassium restricted diet, we recommend that you consult your doctor before using a
BRITA water filter jug.

Natural traces
Like each natural product, the consistency of the BRITA Micro Carbon Pearls is
subject to natural variances. This can lead to a slight abrasion of small carbon
particles into your filtered water, noticeable as black bits. These particles have no
negative health effects. If ingested, they will not harm the human body. In case you
observe carbon particles, BRITA recommends to flush the water filter several times or
until the black bits disappear.

Correctly dispose of BRITA Smart Light and BRITA Memo
The BRITA Smart Light and BRITA Memo contain a battery and
have a life of approx. five years. At the end of their lives please
remember that these devices must be disposed according to
all applicable provision and regulations. We sell lids, BRITA
Smart Light and BRITA Memo (electronic Memo). *If you keep
track of the times for replacement for yourself, there is no need
to purchase lids. To remove the exhausted BRITA Memo place
a screwdriver in the notch next to the BRITA Memo and push it
out. Please note that the BRITA Memo should not be removed
for any other reason than to dispose of it. To dispose of the exhausted BRITA Smart
Light please remove it from the lid by turning it anti-clockwise. A

Exclusion of liability
Please understand that BRITA cannot accept any liability on their part if you do not
follow the given usage instructions.
Dispose of the jug in accordance with local regulations.

IV. BRITA Club
Thank you very much for purchasing a BRITA product. About BRITA Smart Light and
BRITA Memo (electronic Memo). A member has four privileges. We hope you take this
opportunity to join the Club.
1. Two-year guarantee: If you join the Club and register your product, your product
guarantee will be extended to two years from the date of purchase!
2. Member-only campaigns and events: A number of member-only gift campaigns and
events will be held.
3. Email newsletters full of great deals: We make the first public announcements
about new products, campaigns, etc. in the newsletter “BRITA Info.”
4. Cartridge reminder: If you enter the date on which you replaced the filter, we will
remind you by email every time it is to be replaced.
5. Free replacement of liquid crystal Memo*: If the liquid crystal Memo becomes
defective, we will replace it free of charge.
*Exclude: BRITA Meter, BRITA Smart Light

How to Join the Club
Fill in the member registration page shown below and enter the fields required formember registration. Or you can access it by clicking “BRITA Club” on BRITA’s website.
* Additional information about how personal information will be handled can be found
on our website.
* Members’ privileges may be changed without prior notice.

V. About BRITA Guarantee
1. The guarantee covers the defects of this product for one year from the time of
purchase. *If you join BRITA Club, the guarantee will be extended to two years.
2. This guarantee is valid as long as this product is used according to the instructions
in the manual, and is invalid in the following cases:
A. exhausted filter cartridge;
B. incorrect use or failure and damage due to unwarranted repair or modification;
C. failure and damage due to dropping etc.;
D. failure and damage due to fire, earthquake, flood, lightning, and other extraordinary
natural phenomena;
E. failure to present this guarantee, the receipt, and the defective product;
F. the store and the date of purchase missing from this guarantee.

3. This guarantee is only valid in Japan.
4. This guarantee is only valid for a product imported and sold by BRITA Japan Co., Ltd.
5. We will not reissue this guarantee. Store it carefully so as not to lose it.
6. This guarantee shall not restrict the user’s legal rights in any way.
7. If a repaired or replaced product fails again within one year but more than one year
after the time purchase, it shall no longer be repaired or replaced free of charge. To
apply for repair or replacement, contact the BRITA Customer Service shown below.
Have the following items at hand:
- Defective product or parts
- BRITA Customer Service
Tel: 0570-001179 Weekday 10:00 - 17:00 (closed on Saturdays, Sundays, and public
holidays)
BRITA Japan Co., Ltd., 7F 3-15-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan
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