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Installation and instructions for use
取り付けおよび取扱説明書
安裝及使用說明

On Tap
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 ENGLISH 3

1. Congratulations

Thank you for choosing BRITA quality for great tasting 
BRITA filtered water. BRITA filtered water improves taste 
of hot and cold drinks and is economical and convenient. 
To ensure you achieve the best results, please read the 
following instructions carefully before fitting the BRITA On 
Tap water filter system to your tap.

2. Important notes

2.1 Ideal use 

• Do not use any tools when installing the 
BRITA On Tap water filter.

• Do not disconnect the BRITA On Tap 
water filter system while running water 
through the filter.

• Clean the outside of the BRITA On Tap water filter 
system with a damp sponge and mild washing-up liquid. 
Abrasive cleaners, detergents or chrome polish may 
mark the finish.

• Do not put the BRITA On Tap water filter system or any 
of its parts in the dishwasher.

• Should the BRITA On Tap water filter system require 
repairs or servicing, do not attempt to disassemble the 
unit. Please contact the BRITA Customer Service in your 
country. 

• For all notes on installation, operation and servicing, 
please see the following sections of the instructions 
for use.

2.2 Optimum performance

• The On Tap filter is designed for the use with cold tap 
water. Please filter cold tap water only. 

2.3 Filter first, and then boil

• The BRITA On Tap water filter system is designed to 
be used only with municipally treated tap water. 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 When the instruction to boil water is no 
longer in force, please clean the BRITA On Tap water 
filter system thoroughly and insert a new cartridge.

• For certain groups of people (e.g. those with impaired 
immunity and babies), it is generally recommended that 
tap water should be boiled; this also applies to filtered 
water.

2.4 Exclusion of liability

• BRITA cannot accept any liability if one does not follow 
the given instructions of use.

3. Conditions for use

3.1 When does the BRITA On Tap filter not work?

The BRITA On Tap filter is not intended to be connected 
to a low-pressure water heater; it is an external contact 
system and its internal receptacle will not support the 
pressure of the supply pipe. 
The following characteristics will help you determine 
whether your equipment is a low-pressure water heater:

!
A low-pressure water heater is 
usually installed immediately next 
to the sink or underneath it.

! Low-pressure taps are fitted with 3 
connections (open system).

1. Congratulations / 2. Important notes / 3. Conditions for use

1017032-00-ELA_OnTap_GA_Asia.indb   3 17.12.18   09:22



 4 ENGLISH

! Hand tighten only. Do not use any tools when 
attaching the diverter to the tap.

Step 3:

To remove the top cap (H) carefully turn the cap to the 
right (see Fig. 3). Insert the supplied battery to the battery 
mount. Reinsert the top cap and tighten it. The three lights 
in the top cap will blink twice consecutively. The electronic 
cartridge change indicator is now ready to go.

H

3

!
Always make sure that the BRITA logo on the 
housing is facing downwards when connecting it to 
the diverter (see Fig. 3 above).

4. Installation / 5. Initial operation

!
When the supply of hot water has been used 
(between 5 and 10 litres), only cold water will come 
out of the tap.

4. Installation

Step 1:

Remove the existing aerator (C) from the tap. The tap will 
either have an external threat (Fig.1.A) or an internal thread 
(Fig.1B).

C

1A

C

1B

Step 2 with external thread

Screw the diverter (A) onto the tap. No adapter is 
necessary.

A

B

2A

Step 2 with internal thread:

To attach the diverter (A) to an internal thread you will need 
to use the flat gasket (D) and adapter (E) which you will find 
in the packaging. First insert the flat gasket into the internal 
thread on the tap. Now screw the adapter to the tap, and 
then screw the diverter (A) tightly onto the adapter.

D
E

B

A

2B

4. Installation
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! Hand tighten only. Do not use any tools when 
attaching the diverter to the tap.

Step 3:

To remove the top cap (H) carefully turn the cap to the 
right (see Fig. 3). Insert the supplied battery to the battery 
mount. Reinsert the top cap and tighten it. The three lights 
in the top cap will blink twice consecutively. The electronic 
cartridge change indicator is now ready to go.

H

3

!
Always make sure that the BRITA logo on the 
housing is facing downwards when connecting it to 
the diverter (see Fig. 3 above).

5. Initial operation

Step 1:

The BRITA On Tap water filter system has separate outlets 
for filtered and unfiltered water. 

Unfiltered water: 
If you move the lever (F) to the right (at 3:00 o’clock 
position), unfiltered water will come out of the regular 
outlet. 

F

4

Filtered water: 
To get filtered water, move the lever (F) to the left (1/4 turn 
towards you until it faces you directly). Filtered water will 
come directly out of the filtered outlet.

4. Installation / 5. Initial operation

Step 2 with external thread

Screw the diverter (A) onto the tap. No adapter is 
necessary.

A

B

2A

Step 2 with internal thread:

To attach the diverter (A) to an internal thread you will need 
to use the flat gasket (D) and adapter (E) which you will find 
in the packaging. First insert the flat gasket into the internal 
thread on the tap. Now screw the adapter to the tap, and 
then screw the diverter (A) tightly onto the adapter.

D
E

B

A

2B

4. Installation
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 6 ENGLISH

Green light: The BRITA On Tap water filter is working.

Yellow light: 90% of the filter capacity has been used. 
Remember to buy a new replacement 
filter cartridge.

Red light: The filter cartridge needs to be changed.

BRITA recommends that you change the filter cartridge 
after 1200 litres of water has been filtered. Irrespective of 
the filtered volume, the cartridge should be changed after 4 
months of use. The red light comes on if the water quantity 
or time period has been exceeded.

When the red light in the top cap starts to blink during 
filtering the cartridge should be changed. Proceed as 
follows:

JI

B

7

Step 1:

The filter cartridge is attached to the base of the housing 
(B). Screw the exhausted filter cartridge (I) to the left. 
Unscrew it and pull it downwards and out of the housing. 
The housing may still contain water, which will now leak 
out. The exhausted filter cartridge can be disposed of with 
normal domestic waste.

F

5

The symbols on the diverter are designed to assist you in 
selecting the required position:

Filtered water  Unfiltered water

To prevent damage to the diverter, choose the required 
position before turning on the tap. 

Step 2: 

If the BRITA On Tap water filter is new, the filter cartridge 
may still contain materials residue. This is harmless to 
health and does not influence the performance of your 
water filter. Run water through the filter for approximately 
1 minute before using the water.

Please repeat this process with every new filter cartridge. 
The water may briefly become darker in colour until fine 
particles are eliminated. You may use this water for your 
plants or discard it.

!
If the BRITA On Tap water filter system has not been 
used for more than 24 hours, allow water to pass for 
30 to 60 seconds before using the filtered water

6. Changing the filter cartridge

To ensure optimal performance, one should change the 
filter cartridge on a regular basis. The electronic cartridge 
change indicator (G) in the top cap (H) tells one when to 
change the filter cartridge. 

H

G

6

The three lights on the top cap of the On Tap housing are 
only activated in the filtering position. They indicate the 
following:

6. Changing the filter cartridge5. Initial operation / 6. Changing the filter cartridge
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Green light: The BRITA On Tap water filter is working.

Yellow light: 90% of the filter capacity has been used. 
Remember to buy a new replacement 
filter cartridge.

Red light: The filter cartridge needs to be changed.

BRITA recommends that you change the filter cartridge 
after 1200 litres of water has been filtered. Irrespective of 
the filtered volume, the cartridge should be changed after 4 
months of use. The red light comes on if the water quantity 
or time period has been exceeded.

When the red light in the top cap starts to blink during 
filtering the cartridge should be changed. Proceed as 
follows:

JI

B

7

Step 1:

The filter cartridge is attached to the base of the housing 
(B). Screw the exhausted filter cartridge (I) to the left. 
Unscrew it and pull it downwards and out of the housing. 
The housing may still contain water, which will now leak 
out. The exhausted filter cartridge can be disposed of with 
normal domestic waste.

!
If you have any difficulties unscrewing the cartridge, 
please do not use any tools. Use a towel to give you 
a firm grip as you unscrew the cartridge this will 
prevent your hand from slipping.

Step 2:

Guide the new filter cartridge from below, into the housing 
and screw it tight (clockwise). Hand tighten only.

!
When inserting the new cartridge, make sure that 
the round, black O-ring seal (J) fits evenly inside the 
filter cartridge cap (see Fig.7).

Step 3:

The electronic cartridge change indicator in the top cap (H) 
has to be reset every time you change the filter cartridge. 
To do this, turn the top cap carefully to the right and pull 
it upwards and off (see Fig.8 below). To reactivate, push 
the button (K), then reinsert the top cap and tighten it. The 
three lights will blink twice consecutively. The display has 
now been reset.

K
H

8

!
If the BRITA On Tap water filter system has not been 
used for more than 24 hours, allow water to pass for 
30 to 60 seconds before using the filtered water

6. Changing the filter cartridge

To ensure optimal performance, one should change the 
filter cartridge on a regular basis. The electronic cartridge 
change indicator (G) in the top cap (H) tells one when to 
change the filter cartridge. 

H

G

6

The three lights on the top cap of the On Tap housing are 
only activated in the filtering position. They indicate the 
following:

6. Changing the filter cartridge5. Initial operation / 6. Changing the filter cartridge
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7. Changing the battery

The battery should be changed after approximately a year. 
One can tell when the battery is exhausted when one sees 
the lights on the top cap do not blink during the filtration 
process. When the light no longer blink, the battery needs 
to be changed. When this occurs, use the filter cartridge as 
usual for the remaining part of the three months and then 
insert a new battery.

To replace the battery, proceed as described in section 
4. “Installattion/Step 3.” Instead of inserting the supplied 
battery as described above, you now have to replace 
the battery. Always use a type CR 2032 battery. Please 
dispose of the old battery in accordance with the 
applicable law and regulations.

8. Removing the housing

The BRITA On Tap water filter system is supplied 
preassembled. It is not necessary to unscrew the diverter 
(A) and the housing (B) to operate the water filter (see 
Fig.2A). If you do wish to unscrew these parts (e.g. for 
cleaning purposes), please do so properly without force, 
following the instructions below. Please ensure that the 
housing is always cleaned without the filter cartridge 
inserted.

Step 1:

Detach the On Tap housing (see Fig.9) by first rotating it by 
¼ turn towards you until the top cap is facing you and the 
BRITA logo is facing down. Secondly, pull it carefully to the 
left and out. Discard any water left inside the unit.

1

2

9

Step 2:

To install the housing again (see Fig.10), first guide the 
housing carefully to the right and into the diverter. Make 
sure that the top cap is facing you and the BRITA logo is 
facing down. Secondly, rotate the housing ¼ turn away 
from you and upwards. To re-use the filter cartridge, allow 
the water to run through for 1 to 2 minutes.

1

2

10

9. BRITA service

In the event of faults, please read the following potential 
causes and their remedies. If the problem persists, contact 
the authorized distributor for your country.

9.1 Troubleshooting

Problem Cause/ Remedy

Problem Cause Remedy

Cannot attach 
diverter to the tap.

Determine whether you need an 
adapter (see section Installation 
— Step 2). If the adapter does 
not fit, please contact the official 
distributor for your country.

Filtered water drips 
out of the water 
outlet even when 
the tap is turned off.

There is still water under pressure 
in the On Tap housing when the 
tap is turned off. It is normal for 
the filtered water flow to continue 
for a few seconds.

Hot water was 
accidentally run 
through the filter for 
a short time.

A small amount of hot water 
running through the water filter 
will not damage it. However, 
make sure you always use cold 
water for the filtering process.

Water leaks from 
the connection 
between the 
diverter and the tap.

A)  Ensure that you have attached 
the diverter to the tap correctly 
(do not use any tools!).

B)  If the tap has an internal 
thread, ensure that the flat 
gasket has been fitted right at 
the top of the adapter.

Water leaks from 
between the 
diverter and the On 
Tap housing.

Please contact the BRITA service 
hotline.

9. BRITA service7. Changing the battery / 8. Removing the housing
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1

2

9

Step 2:

To install the housing again (see Fig.10), first guide the 
housing carefully to the right and into the diverter. Make 
sure that the top cap is facing you and the BRITA logo is 
facing down. Secondly, rotate the housing ¼ turn away 
from you and upwards. To re-use the filter cartridge, allow 
the water to run through for 1 to 2 minutes.

1

2

10

9. BRITA service

In the event of faults, please read the following potential 
causes and their remedies. If the problem persists, contact 
the authorized distributor for your country.

9.1 Troubleshooting

Problem Cause/ Remedy

Problem Cause Remedy

Cannot attach 
diverter to the tap.

Determine whether you need an 
adapter (see section Installation 
— Step 2). If the adapter does 
not fit, please contact the official 
distributor for your country.

Filtered water drips 
out of the water 
outlet even when 
the tap is turned off.

There is still water under pressure 
in the On Tap housing when the 
tap is turned off. It is normal for 
the filtered water flow to continue 
for a few seconds.

Hot water was 
accidentally run 
through the filter for 
a short time.

A small amount of hot water 
running through the water filter 
will not damage it. However, 
make sure you always use cold 
water for the filtering process.

Water leaks from 
the connection 
between the 
diverter and the tap.

A)  Ensure that you have attached 
the diverter to the tap correctly 
(do not use any tools!).

B)  If the tap has an internal 
thread, ensure that the flat 
gasket has been fitted right at 
the top of the adapter.

Water leaks from 
between the 
diverter and the On 
Tap housing.

Please contact the BRITA service 
hotline.

Problem Cause Remedy

Water leaks from 
the side of the filter 
cartridge cap.

A)  Ensure that the filter cartridge 
cap has been tightened 
properly.

B)  Check that the “O-ring” seat 
inside the filter cartridge cap is 
in correct position.

The electronic 
cartridge change 
indicator lights do 
not flash in filtering 
position.

A)  Ensure that the battery has 
been installed correctly.

B)  The battery is exhausted. 
See section of “Changing the 
battery”.

9.2 BRITA quality guarantee:

For over 40 years, BRITA has stood for constant innovation 
and the highest quality in the development of water filter 
solutions. To justify high quality requirements at BRITA 
there are stringent internal and external quality controls. 

9.3 BRITA Satisfaction Guarantee 

BRITA is convinced that this BRITA product will satisfy 
your demands of quality and performance. If you are not 
completely satisfied with your BRITA product, BRITA 
guarantees to give you your money back within 30 days 
from date of purchase. Please call your local customer 
service before sending your On Tap water filter System. 
On Tap water filter system is warranted to be free from 
defects in material and workmanship at the time of 
delivery. Any warranty claims will be voided if defective 
installation is deemed to have contributed to malfunction. 
Illustration needs to take place in accordance with the 
instructions and all relevant plumbing codes and standards.

9.4 BRITA Service hotline

Do you have any questions about your BRITA product, 
or on the subject of water filtration? Just give us a call! 
You can find the contact details for your BRITA customer 
service next to your country code on the back page.

9. BRITA service7. Changing the battery / 8. Removing the housing
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 10 ENGLISH

9.5 BRITA on the Internet 

Are you looking for your nearest BRITA stockist? Do you 
want more detailed information about BRITA products, or 
about the BRITA Company? Do you want to benefit from 
our many services and offers? Up-to-date information, 
consumer trips, seasonal competitions can all be found at 
www.brita.net

10. Technical features

Filter cartridge life: Approx. 1200 litres/ 4 months

Working pressure: min. 0.7 bar (70kPa) 
max. 3.5 bar (350kPa)

Working temperature: min. 9°C (48°F) 
max. 29°C (84°F)

Nominal flow: 2.0 litres/minute at 1.0 bar
(100 kPa)

10. Technical features
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1. はじめに

＜ブリタ＞製品をお買い上げいただき誠にありがとうござ
います。＜ブリタ＞でろ過したおいしい水をお楽しみくだ
さい。	＜ブリタ＞でろ過した水は、温かい飲み物や冷た
い飲み物をおいしくまろやかにします。しかも使いやすく
経済的です。	＜ブリタ＞の水を最高においしく味わって
いただくために、＜ブリタ＞オンタップ浄水器を蛇口に取
り付ける前に以下の説明をよくお読みください。

2. 重要

2.1	最適な使用方法	

• ＜ブリタ＞オンタップ浄水器を取り付
けるときは、工具を使用しないでくだ
さい。

• 水がフィルターを通過している間は、＜
ブリタ＞オンタップ浄水器を取り外さないでください。

• ＜ブリタ＞オンタップ浄水器の外側のお手入れには、湿
らせたスポンジと中性の食器用液体洗剤をお使いくださ
い。研磨剤、洗浄剤、クロームポリッシュを使用する
と、表面に跡が残る場合があります。

• ＜ブリタ＞オンタップ浄水器やその部品を食器洗い機で
洗わないでください。

• ＜ブリタ＞オンタップ浄水器の修理やメンテナンスが
必要になっても、本体を分解しないでください。最寄
りの＜ブリタ＞カスタマーセンターまでお問い合わせ
ください。	

• 取り付け、操作、メンテナンスの注意事項については、
この取扱説明書の各セクションを参照してください。

2.2	最適な性能でお使いいただくために

• オンタップ浄水器は、水道水（冷水）での使用を想定し
ています。	お湯はろ過しないでください。	

2.3	ろ過してから沸かす

• ＜ブリタ＞オンタップ浄水器は、自治体が供給する水道
水のみで使用してください。	水道水を煮沸するよう関
係当局から指示されている場合は、＜ブリタ＞でろ過し
た水も煮沸する必要があります。水道水を煮沸するとい
う指示が取り消された際は、＜ブリタ＞オンタップ浄水
器を十分に洗浄し、新しいカートリッジをセットしてお
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、これはろ過された水でも同様です。

2.4	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、＜
ブリタ＞はいかなる法的責任も負わないものとします。

3. 使用条件

3.1	＜ブリタ＞オンタップ浄水器が作動しない場合

＜ブリタ＞オンタップ浄水器は低圧給水加熱器に接続する
ことを想定していません。この浄水器は外部接続装置であ
り、内部の容器は供給管の圧力を受容できません。 
以下の特徴を参考にして、お使いの機器が低圧給水加熱器
かどうか確認してください。

! 低圧給水加熱器は、一般にシンクの
すぐ横か、シンクの下に設置され
ています。

! 低圧蛇口には、3つの接続ホースが
装着されています（オープンシステ
ムの場合）。

1.	はじめに	 /	 2.	重要	 /	 3.	使用条件
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 12 日本語

! 手だけで締め付けます。	方向切替器を蛇口に取り付
ける時は、工具は何も使用しないでください。

ステップ3：

上部キャップを右にゆっくりと回し、取り外します（図3
参照）。同梱されている電池をホルダーにはめ込み、上
部キャップを取り付けて締め付けます。上部キャップの
3つのランプが2回点滅します。電子インジケーターが作
動します。

H

3

! 本体を方向切替器に接続するときは、ハウジングの
＜ブリタ＞ロゴが常に下を向くようにしてください
（上の図3を参照）。

4.	取り付け	 /	 5.	初期操作

! 給湯の使用中は（5～10リットル）、蛇口から冷水
しか出てきません。

4. 取り付け

ステップ1:

蛇口に付いている通気装置（C）を取り外します。	蛇口に
は、外ネジ型（図1A）と内ネジ型（図1B）があります。

C

1A

C

1B

ステップ2	-	外ネジ型：

方向切替器（A）をねじって蛇口に留めます。	アダプター
は不要です。

A

B

2A

ステップ2	-	内ネジ型：

方向切替器（A）を内ネジ型の蛇口に取り付けるには、
パッケージに入っているガスケット（D）とアダプター
（E）を使用する必要があります。	まず、ガスケットを蛇
口の内ネジにはめ込みます。	次に、アダプターをねじっ
て蛇口に固定し、方向切替器（A）を回してアダプターに
しっかりと留めます。

D
E

B

A

2B

4.	取り付け
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! 手だけで締め付けます。	方向切替器を蛇口に取り付
ける時は、工具は何も使用しないでください。

ステップ3：

上部キャップを右にゆっくりと回し、取り外します（図3
参照）。同梱されている電池をホルダーにはめ込み、上
部キャップを取り付けて締め付けます。上部キャップの
3つのランプが2回点滅します。電子インジケーターが作
動します。

H

3

! 本体を方向切替器に接続するときは、ハウジングの
＜ブリタ＞ロゴが常に下を向くようにしてください
（上の図3を参照）。

5. 初期操作

ステップ1：

＜ブリタ＞オンタップ浄水器は、ろ過した水とろ過してい
ない水用に蛇口が分かれています。	

ろ過していない水： 
レバー（F）を右に動かすと（3時の位置）、ろ過していな
い水が通常の蛇口から出てきます。

F

4

ろ過した水： 
ろ過した水を出すには、レバー（F）を左に動かします 
（レバーが正面を向くように、手前に4分の1回します）。
ろ過した水が専用の蛇口から直接出てきます。

4.	取り付け	 /	 5.	初期操作

ステップ2	-	外ネジ型：

方向切替器（A）をねじって蛇口に留めます。	アダプター
は不要です。

A

B

2A

ステップ2	-	内ネジ型：

方向切替器（A）を内ネジ型の蛇口に取り付けるには、
パッケージに入っているガスケット（D）とアダプター
（E）を使用する必要があります。	まず、ガスケットを蛇
口の内ネジにはめ込みます。	次に、アダプターをねじっ
て蛇口に固定し、方向切替器（A）を回してアダプターに
しっかりと留めます。

D
E

B

A

2B

4.	取り付け
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緑色のランプ： ＜ブリタ＞オンタップ浄水器が作動中
です。

黄色のランプ： フィルター容量の90%を使用しました。	
新しい交換用フィルターカートリッジを
購入してください。

赤いランプ： フィルターカートリッジの交換が必要
です。

＜ブリタ＞では、ろ過した水1,200リットルごとにフィル
ターカートリッジを交換することを推奨しています。	ま
た、ろ過した水の量にかかわらず、カートリッジは4か月
ごとに交換してください。	この水の量または使用期間を超
えると、赤いランプが点灯します。

水をろ過しているときに上部キャップの赤いランプが点滅
し始めたら、カートリッジを交換してください。	交換手
順は次のとおりです。

JI

B

7

ステップ1：

フィルターカートリッジはハウジング（B）の下部に取り
付けられています。	使用済みのフィルターカートリッジ
（I）を左に回します。	ネジを緩めるように回して下に引
き、ハウジングから取り外します。	内部に水が残ってい
る場合は、その水が出てきます。	使用済みのフィルター

6.	フィルターカートリッジの交換

F

5

方向切替器のマークを見れば、使いたい位置を確認でき
ます。

ろ過した水	 	 ろ過していない水

方向切替器の損傷を防ぐために、使用する位置を選択して
から蛇口を開けてください。	

ステップ2：	

新品の＜ブリタ＞オンタップ浄水器では、フィルターカ
ートリッジに残余物が含まれている場合があります。	た
だし健康に害はなく、浄水器の性能には影響しません。	
実際に水を使う前に、約1分間フィルターに水を通してく
ださい。

この作業は、新しいフィルターカートリッジに交換するた
びに実施してください。	残余物がなくなるまで、少しの
間水の色が濃くなることがあります。	この水は植物の水
やりに使用するか、捨ててください。

!
＜ブリタ＞オンタップ浄水器を24時間以上使用し
なかった場合は、水を30秒から60秒間出し続けて
フィルターに通してから、ろ過した水を使用して
ください。

6. フィルターカートリッジの交換

最適な性能を保つために、フィルターカートリッジは定期
的に交換してください。	上部キャップ（H）の電子インジ
ケーター（G）で、フィルターカートリッジの交換時期を
確認できます。

H

G

6

オンタップ浄水器本体の上部キャップにある3つのランプ
は、ろ過した水の位置になっている場合のみ作動します。	
ランプの意味は次のとおりです。

5.	初期操作	 /	 6.	フィルターカートリッジの交換
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緑色のランプ： ＜ブリタ＞オンタップ浄水器が作動中
です。

黄色のランプ： フィルター容量の90%を使用しました。	
新しい交換用フィルターカートリッジを
購入してください。

赤いランプ： フィルターカートリッジの交換が必要
です。

＜ブリタ＞では、ろ過した水1,200リットルごとにフィル
ターカートリッジを交換することを推奨しています。	ま
た、ろ過した水の量にかかわらず、カートリッジは4か月
ごとに交換してください。	この水の量または使用期間を超
えると、赤いランプが点灯します。

水をろ過しているときに上部キャップの赤いランプが点滅
し始めたら、カートリッジを交換してください。	交換手
順は次のとおりです。

JI

B

7

ステップ1：

フィルターカートリッジはハウジング（B）の下部に取り
付けられています。	使用済みのフィルターカートリッジ
（I）を左に回します。	ネジを緩めるように回して下に引
き、ハウジングから取り外します。	内部に水が残ってい
る場合は、その水が出てきます。	使用済みのフィルター

カートリッジは、お住まいの地域のごみ収集手続きに従っ
て廃棄してください。

! カートリッジが固く締まって回しにくい場合も、工
具は使用しないでください。	カートリッジにタオル
などを巻くと、力を掛けやすくなります。

ステップ2：

新しいフィルターカートリッジを下からハウジングにはめ
て、しっかりと締め付けます（時計回り）。	手だけで締
め付けてください。

!
新しいカートリッジをセットするときは、フィルタ
ーカートリッジキャップの内側に黒い丸型のOリン
グ（J）が均一にフィットするようにしてください
（図7を参照）。

ステップ3：

フィルターカートリッジを交換するたびに、上部キャップ
（H）の電子インジケーターをリセットする必要がありま
す。	リセットするには、上部キャップをゆっくりと右に
回し、上に引いて取り外します（下の図8を参照）。ボタ
ン（K）を押して再び作動させ、上部キャップを取り付け
て締め付けます。3つのランプが2回点滅します。	これで
表示がリセットされます。

6.	フィルターカートリッジの交換

!
＜ブリタ＞オンタップ浄水器を24時間以上使用し
なかった場合は、水を30秒から60秒間出し続けて
フィルターに通してから、ろ過した水を使用して
ください。

6. フィルターカートリッジの交換

最適な性能を保つために、フィルターカートリッジは定期
的に交換してください。	上部キャップ（H）の電子インジ
ケーター（G）で、フィルターカートリッジの交換時期を
確認できます。

H

G

6

オンタップ浄水器本体の上部キャップにある3つのランプ
は、ろ過した水の位置になっている場合のみ作動します。	
ランプの意味は次のとおりです。

5.	初期操作	 /	 6.	フィルターカートリッジの交換
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1

2

10

9. ＜ブリタ＞カスタマーセンター

もしも故障した場合は、まず以下の原因と解決方法を参照
してください。	問題が解消されない場合は、最寄りの正
規販売店までお問い合わせください。

9.1	トラブルシューティング

問題の原因 解決方法

方向切替器を蛇口に
取り付けられない。

アダプターが必要かどうか確認し
てください（「取り付け」セクシ
ョンのステップ2を参照）。	アダ
プターを取り付けられない場合
は、最寄りの正規販売店までお問
い合わせください。

蛇口を閉めても、ろ
過した水が蛇口から
漏れてくる。

蛇口を閉めても、オンタップ浄水
器のハウジング内の水には圧力が
かかっています。	蛇口を閉めた
後に、ろ過した水が数秒間流れ出
るのは正常な動作です。

9.	＜ブリタ＞カスタマーセンター

K
H

8

7. 電池の交換

電池は約1年ごとに交換してください。	水のろ過中に上部
キャップのランプが点滅しなくなったら、電池の交換時期
です。	ランプがまったく点滅しなくなったら、電池を交
換する必要があります。	この場合は、フィルターカート
リッジを通常の3か月間使い切ってから、新しい電池に交
換してください。

電池の交換手順については、セクション4「取り付け」の
ステップ3を参照してください。	同梱されている電池の代
わりに新しい電池に交換します。	必ずCR	2032型電池を
使用してください。	使用済みの電池は、お住まいの地域
の条例と規則に従って廃棄してください。

8. ハウジングの取り外し

＜ブリタ＞オンタップ浄水器は、あらかじめ組み立てられ
た状態で出荷されます。	浄水器を操作するために方向切
替器（A）とハウジング（B）を取り外す必要はありませ
ん（図2Aを参照）。	これらの部品を取り外すときは（洗
浄する場合など）、以下の手順に従って、無理な力を加え

ず正しく行ってください。	フィルターカートリッジをセ
ットしていないときは、ハウジングを常に清潔な状態に保
ってください。

ステップ1：

オンタップ浄水器のハウジングを取り外します（下の図9
を参照）。ハウジングを手前に4分の1回して、上部キャ
ップが正面を向き、＜ブリタ＞ロゴが下を向くようにしま
す。	次に、そっと左に引いて取り外します。	内部に水が
残っている場合は捨てます。

1

2

9

ステップ2：

ハウジングを再び取り付けるには（下の図10を参照）、ま
ずハウジングを方向切替器に向かってそっと右にスライド
させます。	上部キャップが正面を向き、＜ブリタ＞ロゴ
が下を向くようにします。	次に、ハウジングを奥に向か
って起こすように4分の1回します。	フィルターカートリ
ッジの使用を再開する前に、1～2分間フィルターに水を通
してください。

7.	電池の交換	 /	 8.	ハウジングの取り外し
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1

2

10

9. ＜ブリタ＞カスタマーセンター

もしも故障した場合は、まず以下の原因と解決方法を参照
してください。	問題が解消されない場合は、最寄りの正
規販売店までお問い合わせください。

9.1	トラブルシューティング

問題の原因 解決方法

方向切替器を蛇口に
取り付けられない。

アダプターが必要かどうか確認し
てください（「取り付け」セクシ
ョンのステップ2を参照）。	アダ
プターを取り付けられない場合
は、最寄りの正規販売店までお問
い合わせください。

蛇口を閉めても、ろ
過した水が蛇口から
漏れてくる。

蛇口を閉めても、オンタップ浄水
器のハウジング内の水には圧力が
かかっています。	蛇口を閉めた
後に、ろ過した水が数秒間流れ出
るのは正常な動作です。

問題の原因 解決方法

誤ってお湯をフィル
ターに短時間流して
しまった。

浄水器は少量のお湯を流しても損
傷しませんが、ろ過処理には、お
湯ではなく水道水を使用するよう
にしてください。

方向切替器と蛇口の
間の接続部から水が
漏れてくる。

A）	方向切替器が蛇口に正しく取
り付けられていることを確認
してください（工具は使用し
ません）。

B）	内ネジ型の蛇口の場合、アダ
プターの上にワッシャーが正
しく装着されていることを確
認してください。

方向切替器とオンタ
ップ浄水器の間から
水が漏れてくる。

＜ブリタ＞カスタマーセンターま
でお問い合わせください。

フィルターカートリ
ッジキャップの側
面から水が漏れて
くる。

A）	フィルターカートリッジキ
ャップが正しく締め付けら
れていることを確認してく
ださい。

B）	フィルターカートリッジキャ
ップ内の「Oリング」シート
が正しい位置にあることを確
認してください。

電子インジケータ
ーのランプが「ろ
過」の位置で点滅し
ない。

A）	電池が正しくセットされてい
ることを確認してください。

B）	電池の残量がなくなっていま
す。「電池の交換」セクショ
ンを参照してください。

9.2	＜ブリタ＞品質保証

＜ブリタ＞は40年以上にわたり、浄水器システムの開発分
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。	＜ブリタ＞は、高い品質要件を保証するため、社内
外に厳しい品質管理を課しています。	

9.	＜ブリタ＞カスタマーセンター

ず正しく行ってください。	フィルターカートリッジをセ
ットしていないときは、ハウジングを常に清潔な状態に保
ってください。

ステップ1：

オンタップ浄水器のハウジングを取り外します（下の図9
を参照）。ハウジングを手前に4分の1回して、上部キャ
ップが正面を向き、＜ブリタ＞ロゴが下を向くようにしま
す。	次に、そっと左に引いて取り外します。	内部に水が
残っている場合は捨てます。

1

2

9

ステップ2：

ハウジングを再び取り付けるには（下の図10を参照）、ま
ずハウジングを方向切替器に向かってそっと右にスライド
させます。	上部キャップが正面を向き、＜ブリタ＞ロゴ
が下を向くようにします。	次に、ハウジングを奥に向か
って起こすように4分の1回します。	フィルターカートリ
ッジの使用を再開する前に、1～2分間フィルターに水を通
してください。

7.	電池の交換	 /	 8.	ハウジングの取り外し
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 18 日本語

9.3	＜ブリタ＞満足保証	

＜ブリタ＞は、本＜ブリタ＞製品をお買い上げのお客様に
品質と性能でご満足いただけることを確信しています。	
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。	
オンタップ浄水器を返品される前に、最寄りのカスタマー
サービスまでご連絡ください。	オンタップ浄水器は、製
品出荷時に材料および製造上の欠陥がないことが保証され
ています。	誤った取り付け方法が原因で故障が発生した
と考えられる場合、保証の適用は無効となります。	図解
は、作業手順と一致し、該当するすべての配管規定や基準
に準拠した形式で提示する必要があります。

9.4	＜ブリタ＞カスタマーセンター

＜ブリタ＞製品や浄水器についてのご質問を	お電話にて
承っております。	お問い合わせ先は最終ページをご覧く
ださい。

9.5	＜ブリタ＞ホームページ		

お客様の最寄りの＜ブリタ＞取扱販売店、	＜ブリタ＞
の製品案内や会社概要、	さまざまなサービスや、	お客
様の声、キャンペーンなどの最新情報について詳しく
は、www.brita.netをご覧ください。

10. 技術的な特長

フィルターカートリ
ッジの使用期間：

約1,200リットル／4か月

	動作水圧： 最低0.7bar（70kPa）	
最大3.5bar（350kPa）	

動作温度： 最低9°C（48°F）	
最高29°C（84°F）

標準流量： 1.0bar（100	kPa）で毎分2.0
リットル

10.	技術的な特長
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1. 恭喜您

感謝您選擇高品質的	BRITA，您將擁有口感絕佳的	BRITA	
過濾水。	BRITA	過濾水可改善冷熱飲品的口感，並且經
濟實惠，使用方便。	為確保達到最佳效果，請仔細閱讀以
下說明之後，再將	BRITA	On	Tap	濾水器系統裝到您的水
龍頭上。

2. 重要注意事項

2.1	理想使用方式	

• 安裝	BRITA	On	Tap	濾水器時，請勿使用
任何工具。

• 請勿在自來水流經濾水器時拆除	BRITA	
On	Tap	濾水器系統。

• 以沾濕的海棉和中性清潔劑清潔	BRITA	On	Tap	濾水器
系統的外部。	腐蝕性清潔用品、清潔劑、或亮光劑可能
刮傷外表。

• 請勿將	BRITA	On	Tap	濾水器系統或其任何零件放入洗
碗機中。

• 若	BRITA	On	Tap	濾水器系統需要修理或維修，請勿嘗
試將產品拆開。	請與您所在國家/地區的	BRITA	顧客服
務部聯繫。	

• 有關安裝、操作與維修的所有注意事項，請參閱以下各
節使用說明。

2.2	最佳性能

• On	Tap	濾水器是針對過濾冷自來水而設計。	請僅過濾
冷的自來水。	

2.3	先過濾，再煮沸

• BRITA	On	Tap	濾水器系統之設計僅適用於過濾市政當
局處理後的自來水。	如果有關當局指示總管道之自來水
需經煮沸才可飲用，則	BRITA	過濾水即需煮沸飲用。	當

不再實施需煮沸飲水的規定時，請徹底清洗整個	BRITA	
On	Tap	濾水器系統，並裝入全新的濾芯。

• 對於特定族群	(如免疫功能失調人士或嬰兒)，一般建議應
將自來水煮沸飲用，而過濾水亦然。

2.4	免責聲明

• 若任何人士在使用產品時未遵守使用說明，BRITA	概不
承擔任何責任。

3. 使用條件

3.1	BRITA	On	Tap	濾水器何時無法運作？

BRITA	On	Tap	濾水器不適合使用於低水壓的熱水器上。
本產品為外接的連接系統，其內部的容器無法支援供水水
管的水壓。 
下列特徵有助於判斷您的設備是不是低水壓熱水器：

! 低水壓熱水器通常安裝於緊鄰水槽或
水槽下方的位置。

! 低水壓水龍頭有	3	個連接處	(開放
式系統)。

! 啟用了熱水開關供應之後	(5	到	10	公升之間)，水龍
頭只能流出冷水。

1.	恭喜您	 /	 2.	重要注意事項	 /	 3.	使用條件
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! 請只以手轉緊。	連接切換	器時，請勿使用任何工
具。

步驟	3：

請小心往右轉開外殼上的頂蓋（H）（見圖3）。將電池放
入電池座後，重新將上蓋旋緊，BRITA	On	Tap	濾水器系統
的電池。	上蓋的三個燈號將連續閃爍兩次。	電子濾芯更換
顯示器現在已開始運作。

H

3

! 將濾水器外殼接到切換器時，請務必確認外殼上的	
BRITA	標誌朝下	(參見上方圖	3)。

4.	安裝	 /	 5.	初步操作

4. 安裝

步驟	1：

從水龍頭取下現有的充氣環	(C)。	水龍頭可能具備外螺紋	
(Fig.1.A)	或內螺紋	(請參見圖	1B)。

C

1A

C

1B

步驟	2	具備外螺紋之龍頭

將切換器	(A)	旋轉接到水龍頭上。	不需要任何轉接頭。

A

B

2A

步驟	2	具備內螺紋之龍頭

為了要將切換器	(A)	接到水龍頭上，您需要使用產品包裝中
隨附的墊片	(D)	和轉接頭	(E)。	首先，將墊片裝入水龍頭上
的內螺紋處。	接著，將轉接頭旋轉接上水龍頭，然後將切
換器	(A)	轉緊接到水龍頭上。

D
E

B

A

2B

4.	安裝

1017032-00-ELA_OnTap_GA_Asia.indb   20 17.12.18   09:22



 繁體中文 21

! 請只以手轉緊。	連接切換	器時，請勿使用任何工
具。

步驟	3：

請小心往右轉開外殼上的頂蓋（H）（見圖3）。將電池放
入電池座後，重新將上蓋旋緊，BRITA	On	Tap	濾水器系統
的電池。	上蓋的三個燈號將連續閃爍兩次。	電子濾芯更換
顯示器現在已開始運作。

H

3

! 將濾水器外殼接到切換器時，請務必確認外殼上的	
BRITA	標誌朝下	(參見上方圖	3)。

5. 初步操作

步驟	1：

BRITA	On	Tap	濾水器系統對過濾水和未過濾水採用分離
的出水口。

未經過濾的水： 
如果您將切換桿	(F)	移到右側	(3	點鐘位置)，未經過濾的水
會從一般出水口流出。

F

4

4.	安裝	 /	 5.	初步操作

步驟	2	具備外螺紋之龍頭

將切換器	(A)	旋轉接到水龍頭上。	不需要任何轉接頭。

A

B

2A

步驟	2	具備內螺紋之龍頭

為了要將切換器	(A)	接到水龍頭上，您需要使用產品包裝中
隨附的墊片	(D)	和轉接頭	(E)。	首先，將墊片裝入水龍頭上
的內螺紋處。	接著，將轉接頭旋轉接上水龍頭，然後將切
換器	(A)	轉緊接到水龍頭上。

D
E

B

A

2B

4.	安裝
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當上蓋的紅燈在過濾時開始閃爍，表示應更換濾芯。	請如
下進行：

JI

B

7

步驟	1：

濾芯連接在外殼	(B)	的底部。	將壽命耗盡的濾芯	(I)	向左
轉。	將它旋開後向下拉出外殼之外。	外殼中仍含有的水可
能會漏出。	壽命耗盡的濾芯可與一般家庭垃圾一起棄置。

!
若難以旋開濾芯，請勿使用任何工具。	請使用毛巾
以在轉開濾芯時抓緊，如此可防止手滑。欲旋開濾芯
時，請先以左手握住濾水器，保持穩定不動後，才旋
開濾芯下蓋。

步驟	2：

從下方將新的濾芯裝入外殼，並將其旋緊	(順時針方向)。	
請只以手轉緊。

! 插入新濾芯時，請確定圓形黑色	O	型密封環	(J)	均勻
貼合濾芯上蓋內側	(參見圖	7)。

6.	更換濾芯	 /	 7.	更換電池

過濾水： 
如需要過濾水，將切換桿	(F)	移到左側	(向您的方向轉	1/4	
圈，直到切換桿直接對著您)。	過濾水會直接從過濾水出水
口流出。

F

5

切換器上的符號設計是為了協助您選擇所需的位置：

過濾水	 	 	 	 	 未過濾水

為避免損壞切換器，請在打開水龍頭前先選擇所需的位置。	

步驟	2：	

如果您的	BRITA	On	Tap	濾水器是新的，濾芯中可能仍然有
殘留物質。	這對人體健康無害，且不影響濾水器性能。	請
在使用過濾水之前，先讓水流經濾水器約	1	分鐘。

使用每個新濾芯時都須重複此程序。	過濾水可能會暫時變
成深色，直到微細顆粒除去為止。	您可以將這些水用來澆
花草，或直接倒掉。

! 如果超過	24	小時未使用	BRITA	On	Tap	濾水器系
統，請先讓水流經濾水器	30	到	60	秒鐘，再使用過
濾水

6. 更換濾芯

為確保最佳性能，請定期更換濾芯。	上蓋	(H)	中的電子濾
芯更換顯示器	(G)	告訴您何時應更換濾芯。

H

G

6

On	Tap	外殼上蓋上的三個燈號只有在過濾器處於過濾位置
時才會啟動。	燈號指示如下：

綠燈： BRITA	On	Tap	過濾器運作中。

黃燈： 已使用	90%	濾水容量。	請記得購買新的
替換濾芯。

紅燈： 需要更換濾芯。

BRITA	建議您在過濾	1200	公升的水後更換濾芯。	不論已過
濾多少水量，濾芯皆在使用	4	個月後進行更換。	當已超過
過濾水量或時間時，紅燈會亮起。

5.	初步操作	 /	 6.	更換濾芯
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當上蓋的紅燈在過濾時開始閃爍，表示應更換濾芯。	請如
下進行：

JI

B

7

步驟	1：

濾芯連接在外殼	(B)	的底部。	將壽命耗盡的濾芯	(I)	向左
轉。	將它旋開後向下拉出外殼之外。	外殼中仍含有的水可
能會漏出。	壽命耗盡的濾芯可與一般家庭垃圾一起棄置。

!
若難以旋開濾芯，請勿使用任何工具。	請使用毛巾
以在轉開濾芯時抓緊，如此可防止手滑。欲旋開濾芯
時，請先以左手握住濾水器，保持穩定不動後，才旋
開濾芯下蓋。

步驟	2：

從下方將新的濾芯裝入外殼，並將其旋緊	(順時針方向)。	
請只以手轉緊。

! 插入新濾芯時，請確定圓形黑色	O	型密封環	(J)	均勻
貼合濾芯上蓋內側	(參見圖	7)。

步驟	3：

每次更換濾芯時，都須重設上蓋	(H)	的電子濾芯更換顯示
器。	若要這麼做，請小心地將上蓋向右轉，然後向上拉開	 
(參見下圖	8)。	按下電池座上按妞（K），然後重新插入上
蓋並蓋緊。	三個燈號將會連續閃爍兩次。	現在顯示器即
已重設。

K
H

8

7. 更換電池

電池應於約一年後更換。	若在過濾程序中未看見上蓋的燈
號閃爍，即可知道電池電力已經耗盡。	燈號不再閃爍時，
就需要更換電池。	發生電池電力耗盡之情形時，此並不影
響濾效，可照常繼續使用直至濾芯壽命耗盡，可於更換新濾
芯時再同時更換新電池即可。

若要更換電池，過程如4.	安裝／步驟3	更換電池中所示進
行。	但您不需如上述重新啟動電池，而是只需更換電池。
請一律使用	CR	2032	型電池。	請遵守適用法律和法規棄
置舊電池。

6.	更換濾芯	 /	 7.	更換電池

! 如果超過	24	小時未使用	BRITA	On	Tap	濾水器系
統，請先讓水流經濾水器	30	到	60	秒鐘，再使用過
濾水

6. 更換濾芯

為確保最佳性能，請定期更換濾芯。	上蓋	(H)	中的電子濾
芯更換顯示器	(G)	告訴您何時應更換濾芯。

H

G

6

On	Tap	外殼上蓋上的三個燈號只有在過濾器處於過濾位置
時才會啟動。	燈號指示如下：

綠燈： BRITA	On	Tap	過濾器運作中。

黃燈： 已使用	90%	濾水容量。	請記得購買新的
替換濾芯。

紅燈： 需要更換濾芯。

BRITA	建議您在過濾	1200	公升的水後更換濾芯。	不論已過
濾多少水量，濾芯皆在使用	4	個月後進行更換。	當已超過
過濾水量或時間時，紅燈會亮起。

5.	初步操作	 /	 6.	更換濾芯
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問題 解決辦法

切換器與水龍頭之間
的連接處漏水。

A)		確定切換器已正確接到水龍頭
上(請勿使用任何工具！)。

B)		若水龍頭有內螺紋，請確定已
在轉接頭的上方正確裝入墊片。

切換器與	On	Tap	外
殼之間漏水。

請與	BRITA	服務專線聯繫。

水從濾芯蓋側邊漏
出。

A)	請確定已正確旋緊濾芯蓋。
B)		查看濾芯蓋內側的	O	環座是否

位於正確位置。

電子濾芯更換顯示器
在濾水器處於過濾位
置時不會閃爍。

A)	確定已正確安裝電池。
B)		電池電力耗盡。	請參閱「更換

電池」一節。

9.2	BRITA	品質保證：

超過	40	年來，BRITA	不斷在濾水解決方案領域致力創新並
追求最高品質。	採用嚴格內部與外部品質控管，一切都為
了確保	BRITA	符合高品質。	

9.	BRITA	服務	 /	 技術特色

8. 拆開外殼

BRITA	On	Tap	濾水器系統在出貨前已預先組裝。	操作濾
水器不需要旋開切換器	(A)	和外殼	(B)	(參見圖	2A)。	若您
確定要旋開這些零件	(例如為了清潔目的)，請遵循下列指
示正確執行，勿過度施力。	請確定在清潔外殼時一律將濾
芯取下。

步驟	1：

取下	On	Tap	外殼	(參見下圖	9)	的方法為先將它朝著您向下
轉	¼	圈，直到上蓋對著您，而	BRITA	標誌朝下。	接著，小
心將它向左拉出。	將外殼內剩餘的任何水倒掉。

1

2

9

步驟	2：

若要將外殼裝回	(參見下圖	10)，首先小心地將外殼向右置
入切換器。	確定上蓋朝向您，BRITA	標誌朝下。	接著，將
外殼朝著遠離您的方向向上轉	¼	圈。	若要重新使用濾芯，
先讓水流經濾水器	1	到	2	分鐘。

1

2

10

9. BRITA	服務

若發生問題，請閱讀下列可能的起因以及解決辦法。	如果
問題持續發生，請與您所在國家/地區的授權經銷商聯繫。

9.1	疑難排解

問題 解決辦法

無法將切換器接到水
龍頭上。

判斷您是否需要轉接頭	(請參見 
「安裝	—	步驟	2」一節)。	如果轉
接頭不合，請與您所在國家/地區
的官方經銷商聯繫。

水龍頭關閉時，出水
口仍滴出過濾水。

當水龍頭關閉時，On	Tap	外殼內
仍然有受壓的水。	過濾水持續流
出數秒鐘屬正常現象。

熱水意外短暫流經濾
水器。

少量熱水流經濾水器不會對其造成
損害。但請確定您進行過濾程序時
一律使用冷水。

8.	拆開外殼	 /	 BRITA	服務
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問題 解決辦法

切換器與水龍頭之間
的連接處漏水。

A)		確定切換器已正確接到水龍頭
上(請勿使用任何工具！)。

B)		若水龍頭有內螺紋，請確定已
在轉接頭的上方正確裝入墊片。

切換器與	On	Tap	外
殼之間漏水。

請與	BRITA	服務專線聯繫。

水從濾芯蓋側邊漏
出。

A)	請確定已正確旋緊濾芯蓋。
B)		查看濾芯蓋內側的	O	環座是否

位於正確位置。

電子濾芯更換顯示器
在濾水器處於過濾位
置時不會閃爍。

A)	確定已正確安裝電池。
B)		電池電力耗盡。	請參閱「更換

電池」一節。

9.2	BRITA	品質保證：

超過	40	年來，BRITA	不斷在濾水解決方案領域致力創新並
追求最高品質。	採用嚴格內部與外部品質控管，一切都為
了確保	BRITA	符合高品質。	

9.3	BRITA	滿意度保證	

BRITA	深具信心，此	BRITA	產品定能滿足您對品質與性能
的要求。	如果您對此	BRITA	產品不滿意，BRITA	保證自購
買日起	30	天內一定退費。	請在寄回	On	Tap	濾水器系統之
前，先以電話通知您當地的顧客服務部。	On	Tap	濾水器系
統提供在交貨時的材料與工藝無瑕疵保證。	若發現故障是
因不當安裝而引起，任何保固要求皆將無效。	安裝須遵照
說明及所有相關管線規範和標準進行。

9.4	BRITA	服務專線

對於	BRITA	產品或濾水有任何疑問嗎？	請立即來電！	您
可以在本手冊背面，於您所在國家/地區的國別碼旁邊找到	
BRITA	顧客服務部的詳細連絡資訊。

9.5	BRITA	官方網站

您在尋找最近的	BRITA	銷售據點嗎？	想更瞭解	BRITA	產
品或	BRITA	公司嗎？	想要多加利用本公司多項服務和優
惠嗎？	最新資訊、消費者參觀、當季活動資訊，都可以在	
www.brita.net	找到

10. 技術特色

濾芯壽命： 約	1200	公升/4	個月

運作壓力： 最低	0.7	bar	(70kPa)	
最高	3.5	bar	(350kPa)

運作溫度(自來水)： 最低	9°C	(48°F)	
最高	29°C	(84°F)	

標準流量： 2.0	公升/分鐘，於	1.0	bar	下
(100	kPa)

9.	BRITA	服務	 /	 技術特色

1

2

10

9. BRITA	服務

若發生問題，請閱讀下列可能的起因以及解決辦法。	如果
問題持續發生，請與您所在國家/地區的授權經銷商聯繫。

9.1	疑難排解

問題 解決辦法

無法將切換器接到水
龍頭上。

判斷您是否需要轉接頭	(請參見 
「安裝	—	步驟	2」一節)。	如果轉
接頭不合，請與您所在國家/地區
的官方經銷商聯繫。

水龍頭關閉時，出水
口仍滴出過濾水。

當水龍頭關閉時，On	Tap	外殼內
仍然有受壓的水。	過濾水持續流
出數秒鐘屬正常現象。

熱水意外短暫流經濾
水器。

少量熱水流經濾水器不會對其造成
損害。但請確定您進行過濾程序時
一律使用冷水。

8.	拆開外殼	 /	 BRITA	服務
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JP   BRITA Japan 株式会社 

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前
6-19-20 7F

PH   Mayon Consolidated Inc. 
91-95 Panay Avenue, 
Quezon City, 
Manila 
Tel. 0063 2 – 372 3944 
Fax 0063 2 – 372 3253

TW  BRITA Taiwan Co. Ltd., 8F.,  
No. 207-3, Sec. 3,  
Beishin Rd., Sindian Dist.,  
New Taipei City 231,  
Taiwan (R.O.C.)  
Tel. 00 886-2-8913-1600  
Fax 00 886-2-8913-1655  
www.brita.tw
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