
スノーピークユーザーサービス
（9：00～17：00）

不明な点やお気付きの点がございましたら、
販売店様または弊社ユーザーサービスまで
お問い合わせください。

0120-010-660
Email:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク
〒955-0147 新潟県三条市中野原456
Tel. 0256-46-5858 / Fax. 0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

広げすぎ注意

〈取付例〉

テーブルトップは
表面同士を
重ねる

脚２個

脚２個

■ テーブルトップと脚の組立

■ 組立パターン１ 焚火台Ｌ・Ｍ（ＳＴ-032Ｒ・ＳＴ-033Ｒ）との組み合わせ ■ 焚火台Ｌ・Ｍ（ＳＴ-032Ｒ、ＳＴ-33Ｒ）を設置

①テーブルトップの裏面を上に向け、
溝A（２ヶ所）に脚Ａ辺をはめ込む。

②脚Ｂ辺が溝Ｂ（２ヶ所）にはまるまで脚を広げ、上図のようにしっかりはめ
込みます。脚を広げすぎると脚部が変形する恐れがあるので注意してく
ださい。変形した場合は、メンテナンスの項を参照し、調整してください。

③脚が４ヶ所溝にはまっ
ている事を確認し、テー
ブルトップと脚の両方
を持って裏返します。

焚火台L・Ｍ（ST-032Ｒ,ST-033R）、焚火台ベースプレートL・Ｍ
（ST-032BP,ST-033BP）、焚火台ベースプレートスタンドL/M
（ST-032BS）を下図の様に、開口部の中央に設置します。

テーブルトップ同士の接続の仕方
①５～10ｍｍ程度ネジ部が見えるぐらいまで、接続ボルトＡを緩め、接続ボルトのツマミ部分に、切れ込み部Ａを被せます。
②接続ボスが対応するテーブルトップ側面のヘコミに嵌るように位置を調整します。
③切れ込み部Ａから、指でなぞる様にして接続ボルトＡのツマミを回し、テーブルトップの辺同士を近づけていき
ます。締め付けすぎに注意してください。

下図の様に、重ねた脚の間に、テーブルトップを４枚挟みます。重ねた脚
の間にテーブルトップ４枚を挟み終えたら、収納ケースに入れてください。マルチファンクション接続穴を用い

て、マルチファンクションテーブル竹、
マルチファンクションテーブルロング
竹（CK-116T,CK-117T）を接続す
る事ができます。マルチファンクション
テーブル竹、マルチファンクションテー
ブルロング竹には、400脚セット（ＣＫ
-112）をご使用ください。
マルチファンクション接続穴に、左図
の様にマルチファンクションテーブル
を差し込みます。各アイテムの取扱説
明書をお読みください。

テーブルトップ×4

（表面）

（裏面）

脚×４

収納ケース
取扱説明書
（本書）

⑨

⑩

ジカロテーブル ブラック
FES-011

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は焚火台Ｌ・Ｍ（ＳＴ-032Ｒ・ＳＴ-033Ｒ）及び、剛炎（ＧＳ-1000）を囲んで使用するテーブルです。安全にご使用いただくため
にも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び
付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

取扱説明書 Ver 1.00

MADE IN KOREA

使用方法

ご使用の前に　よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

危険 明らかに生命にかかわる重大な事故が予測される行為を示します。

警告 場合により重大な事故に至る行為を示します。

注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

取扱上の注意

危険 明らかに生命にかかわる重大な事故が予測される行為を示します。

●本製品と併せてご使用になる各アイテムの取扱説明書を必ずお読みください。

警告 場合により重大な事故に至る行為を示します。

●テーブルトップの上で、ガス機器（ランタン・ストーブ）を使用しないでください。
●可燃性の物や熱による影響を受けやすい物をテーブルの上に置かないでください。
●傾斜地や不安定な場所での使用は本体の転倒などにつながり重大な事故を招く
恐れがあります。
●火器を使用する際は、燃えやすい物（テントやタープ、乾いた草の上など）の下及び
近くで使用しないでください。
●本製品の移動や組立パターンの変更、またはアイテムの交換を行う場合は、必ず使
用している火器の火が消え、各アイテムが十分に冷めている事を確認のうえ行って
ください。火傷の原因となります。
●焚火台Ｌ・Ｍ（ＳＴ-032Ｒ・ＳＴ-033Ｒ）を使用する際は、故意に火柱をあげるような行
為をしないでください。また、風が強く吹いている時などは薪を使っての焚火をしない
でください。炎があおられ、火傷や火事の原因となります。

●炎天下ならびに使用するアイテムによっては本体や周囲が高温になる場合があり
ます。火傷には十分に注意して下さい。
●本製品の耐荷重はテーブルトップ一枚につき20kgです。それ以上の物を置かない
でください。
●テーブルの上に乳幼児や小さいお子様を寝かせたり、座らせたりしないでください。
●テーブルトップに座ったり、手をついて体重をかけないでください。
●使用中は火や周囲の状況などに細心の注意を払ってください。特に火器を使用し
ている最中は小さいお子様からは目を離さず常に監視をしてください。
●「使用方法」の項目をよく読み、正しくセッティングされている事を確認して使用してくだ
さい。正しくセッティングされていない場合、転倒、火災、火傷の恐れがあり危険です。
●使用する火器の各アイテムは、本製品の開口部中央にセットしてください。

故意に火柱をあげる
様な行為

適切な薪の量 風等が強く吹いて
いる時の使用

テーブル連結時、薪とガス機器（剛炎等）の
併用は出来ません。

薪を使用 ガス機器を使用

注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

●開口部付近に、熱の影響を受けやすい物を置かないでください。
●本製品は常設用ではありません。
●本製品はステンレス材を使用していますが、ご使用条件によりサビが発生
することがあります。
●接続ボルトのネジ部に砂やゴミなどがかみこまないように注意してください。
●商品の特性上、ご使用にあたり、天板やオプションの接続部の金属の素地
が露出する場合があります。ご了承ください。
●本製品はキズがつくことにより、金属の素地が露出します。運搬や取り扱い
にご注意ください。
●熱したダッチオーブンや鍋等を天板に置くと、熱により天板の塗膜が変色・
融解する可能性があります。

開口部付近及び、開口部付
近に置かれた物は、熱源から
の遠赤外線の影響を受け高
温になる可能性があります。
開口部付近には熱の影響を
受けやすい物を置かず、火傷
には十分注意してください。

遠赤外線

セット内容・各部の名称 スペック

①

②

④ ④

④ ④

③

③

③

③

④ ④

⑤

⑦

⑧

⑤

⑥ ⑥

①接続ボルトＡ
②接続ボルトＢ
③接続ボス
④マルチファンクション接続穴

⑤溝Ａ
⑥溝Ｂ
⑦切れ込み部Ａ
⑧切れ込み部Ｂ

⑨脚Ａ辺
⑩脚Ｂ辺

組立作業の際は、不意に
手などを挟まぬ様、上図
の様に脚Ａ・Ｂ辺以外を
持つようにしてください。

・必ず焚火台ベースプ
レート、焚火台ベース
プレートスタンドL/Mを
使用してください。
・使用する各アイテ
ムの取扱説明書をよ
く読んでからご使用く
ださい。

組み立てた「テーブルトップと脚」を下図のように並べ、テーブルトップ同士を接続します。
① ② ③

■ 組立パターン２ 剛炎（ＧＳ-1000）との組み合わせ

■ マルチファンクションテーブル竹 ,マルチファンクション
　 テーブルロング 竹（ＣＫ-116Ｔ，ＣＫ-117Ｔ）との接続

■ 収納

■ 剛炎（ＧＳ-1000）を設置
剛炎（ＧＳ-1000）を全高38ｃｍ～42ｃｍにセットし、下図の様
に、開口部の中央に設置します。

テーブルトップ同士の接続の仕方
①５～10ｍｍ程度ネジ部が見えるぐらいまで、接続ボルトＢを緩め、接続ボルトのツマミ部分に、切れ込み部Ｂを被せます。
②接続ボスが対応するテーブルトップ側面のヘコミに嵌るように位置を調整します。
③切れ込み部Bから、指でなぞる様にして接続ボルトBのツマミを回し、テーブルトップの辺同士を近づけていき
ます。締め付けすぎに注意してください。

・剛炎（ＧＳ-1000）
の取扱説明書をよく
読んでからご使用く
ださい。
・この組み合わせパ
ターンの時は、焚火
台Ｌ・M（ＳＴ-032Ｒ，
ST-033Ｒ)は使用
できません。

上図の様に脚A・B辺を持って持ち上
げると、テーブルトップが脱落する可
能性があります。持ち運ぶ際は必ず
収納ケースに入れるか、重ねたテーブ
ルトップと重ねた脚を一度に持とうと
せず、別々に持ち運んでください。

組み立てた「テーブルトップと脚」を下図のように並べ、テーブルトップ同士を接続します。

全高38ｃｍ～
42ｃｍにセット

① ② ③

■サイズ：焚火台L使用時／
1,120×1,120×400（h）mm
（開口部／600×600mm）
剛炎使用時／
 890×890×400（h）mm
（開口部／370×370mm）

■材質：テーブルトップ／ステンレス(耐熱
塗装)、脚部／ステンレス、ツマミ
／アルミニウム合金

■収納サイズ：745×170×400mm
■重量：10.8kg

●本製品を洗浄する場合は、硬い素材のたわしなどを使用すると傷の原因となります。柔らかい布やスポンジで洗浄してください。
●保管をする場合は、直射日光の当たらない、風通しの良く湿気の少ない場所に保管してください。
●軽い汚れや水分、油分が付着した場合は速やかに乾いた布で拭き取り、十分に乾燥させてください。
●塩分（調味料等）や、その他の薬品が付着した場合は、固く絞った布でよく拭き取り、十分に乾燥させてください。
●洗浄する際に塗装部は中性洗剤で洗浄していただき、酸性やアルカリ性の洗浄剤を含んだもので洗浄しないでください。塗装
剥がれやシミの原因となります。
●脚が広がり、「脚Ａ辺と脚Ｂ辺」が「溝Ａと溝Ｂのはめ込み位置」の間隔よりも離れてしまった場合は右図の様に平らな面に脚を
置き、均等に力を加えて修正してください。

メンテナンス

お買い求めいただきました製品は万全を期してますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザーサー
ビスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修
理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合
もありますので、あらかじめご了承ください。 1.取扱説明書に従わなかったと判断した場合。／2.素材の経年劣化による製品の寿命。／
3.改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。／4.不測の事故による製品の故障。／5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
／6.ゴミやサビによる故障。／7.分解したことによる不具合の発生または破損。／8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損に
よる不具合。／9.消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。／10.他社製品との組合せによる故障。

品質保証について

●本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。●修理を依
頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。●修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまた
は荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
●修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。 
1.保証対象の場合：往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
2.保証対象以外の場合：往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

修理について



●Be sure to use the Pack & 
Carry Fireplace and base plate 
stand L / M.
●Please read the instruction 
manual of each product used 
carefully before use.

CAUTION

●Thoroughly read the 
instruction manual for the 
GigaPower LI Stove (GS-1000) 
before use.
●The Pack & Carry Fireplace 
(L) / (M) (ST-032R / ST-033R) 
cannot be used with this 
combination pattern.

CAUTION

① ② ③

① ② ③
Safety Precautions: Before use, please read thoroughly to ensure safety and avoid accidents.

How to use

Instructions for Use

Contents (Name of the Parts) Specifications

Storage case
Instruction manual

(this document)

Jikaro Firering Table Black
FES-011

Instruction Manual : Ver 1.00

●Size: Large Configuration Dimensions / 
1,120×1,120×400(h)m (L 44.1” W 44.1” H 15.7”) 
※Opening / 600×600mm (L 23.6” W 23.6”),Small 
Configuration Dimensions / 890×890×400（h）mm 
(L 35.0” W 35.0” H 15.7”) ※Opening / 370×370mm 
(L 14.6” W 14.6”) 

●Material: Table Top / Stainless Steel (Heat 
Resistant Coating), Legs / Stainless Steel, Knob / 
Aluminum Alloy 

●Storage size : 745×170×400mm(29.3”×6.7”×15.7”)
●Weight: 10.8 kg(23 lbs)

Thank you for purchasing this Snow Peak product. This product is a table that surrounds the Pack & Carry Fireplace (L)/(M) (ST-032R/ST-033R) and the GigaPower LI Stove 
(GS-1000). In order to ensure your safety when using this product, please read these instructions carefully before use. Please be sure to keep this document for future 
reference. Although this product is expected to be complete and safe, please check all accessory items and practice assembling and handling it in a safe location prior to use 
in the field. If there is an item in the instructions that you do not understand, or if you find a fault in the product, stop use immediately and consult where the store you 
purchased this product or contact our User Service department.

●Assembling the tabletop and legs

(1) Turn the tabletop section upside 
down, and insert the A side of the 
leg into groove A (2 locations).

(3) Confirm that the leg is 
inserted into all 4 grooves, and 
turn it right side up by holding 
both the tabletop and leg.

(2) Extend the B side of the leg until it reaches groove B (2 locations), and 
firmly insert as shown in the diagram above. Take care not to overextend 
the leg, as this could deform it. If a leg has become deformed, refer to the 
Maintenance section of this document and adjust the leg.

CAUTION / Misuse could result in injury to the user and/or damage to property.
●Do not place any objects that are easily affected by heat near the opening.
●This product is not meant for permanent use.
●Although the main unit is made of stainless steel, certain conditions may cause it 

to rust.
●Ensure that the threading of the connecting wheels does not get sand or dirt in it.
●Due to the characteristics of the product, the bare metal of the tabletop and optional 

connection parts may be exposed when using the product. Please understand this.
●Please be aware that scratches on this product may expose the bare metal surface. 

Please be careful when transporting and handling the product.
●If a hot Dutch oven or pot is placed on the tabletop, the heat may cause 

discoloration or melting of the coating on the tabletop.

WARNING / Misuse could result in serious injury or death.
●Do not use gas-powered devices (lanterns, stoves) on the tabletop.
●Do not place combustible objects or objects that are easily affected by heat on the 

tabletop.
●Do not use this product on sloping or unstable ground, as this could lead to it 

tipping over, which could cause serious accidents.
●When using any devices that involve fire, do not use under or near anything that 

combusts easily (tent, tarp, dry grass, etc.).
●If you are moving this product, changing its assembly pattern, or changing any 

other items, extinguish any flames in the Fireplace or Stove and ensure that all 
items have sufficiently cooled first. Failure to do so may result in burns.

●If using the Pack & Carry Fireplace (L)/(M) (ST-032R/ST-033R), do not perform any 
actions to purposefully create pillars of fire. Do not make an open fire using logs 
when there are strong winds, etc. Flames could rise up, causing burns or fire.

●Depending on the items used, in addition to strong sunlight, this product and its 
surrounding area may become extremely hot. Take care not to get burned.

●The maximum load of this product is 20kg per tabletop section. Do not place 
anything exceeding that weight on top.

●Do not allow infants or small children to lie or sit on the table.
●Do not sit or lean on the tabletop.
●Pay close attention to the fire and surrounding environment during use. 

Especially keep a constant watch over small children while fire is being used.
●Read the “Method of Use” section thoroughly, and only use this product after 

confirming that it is set up correctly. The product could tip over or cause a fire or 
burns if not set up correctly.

●Place the source of fire being used directly in the center of the product’s opening.

DANGER / Could easily result in a serious accident or death.

WARNING / Misuse could result in serious injury or death to the user.

CAUTION / Misuse could result in injury or damage to property.

DANGER / Misuse could easily result in a serious accident or death.
●Read the instruction manuals for each item you are using in combination with this product.

⑨

⑩

①

②

④ ④

④ ④

③

③

③

③

④ ④

⑤

⑦

⑧

⑤

⑥ ⑥

⑨
⑩

Tabletop sections x 4

(Surface)

(Underside)

(1) Connecting wheel A
(2) Connecting wheel B
(3) Connecting knob
(4) Multifunctional connecting holes

(5) Groove A
(6) Groove B
(7) Notch A
(8) Notch B

(9) A side of leg
(10) B side of leg

Appropriate
 amount of wood

Use in strong 
winds, etc.

Actions to purposefully 
create pillars of fire

Wood and gas-powered devices (GigaPower LI Stove, etc.) 
cannot be used in combination with this product if a table is connected to it.

Use of wood Use of gas-powered device

The area near the opening 
and objects placed near the 
opening can become 
heated due to far- infrared 
rays from the heat source. 
Do not place any objects 
that are easily affected by 
heat near the opening, and 
be cautious of burns.

Far-infrared rays

Be careful not 
to overextend

When assembling, avoid 
holding onto the leg by the A 
and B sides that slide into the 
grooves, as shown in the 
diagram above, to prevent your 
hands from getting pinched.

CAUTION

Maintenance

Warranty

Repair

●When cleaning this product, do not use a hard scrubbing brush, etc. as it may cause scratches. Use a soft cloth or sponge to clean the product. 
●Store out of direct sunlight in a well-ventilated area with little humidity. ●If light grime or water gets on this product, promptly wipe with a dry cloth 
and allow it to dry sufficiently. ●If salt (seasoning, etc.) or other chemicals get on this product, wipe thoroughly with a well-wrung cloth and allow it 
to dry sufficiently. ●When washing, please wash the coating part with neutral detergent, and do not wash with anything containing acidic or alkaline 
detergent. It may cause the coating to come off or stain. ●If you overextend a leg past the point at which the A side and B side of the leg align with 
groove A and groove B, place the leg on a flat surface and correct it by placing even pressure onto it, as shown in the diagram to the right.

The specifications of Snow Peak products are based on field testing and quality control to ensure the correct function and longevity of every product. If apparent defects in the 
manufacturing of the product are found, the defective product will be repaired or exchanged free of charge. Damages, as follows, are not covered under warranty. 
1. Material deterioration caused by age. / 2. Damage caused by modifications or rough handling. / 3. Damage caused by improper use not following the instruction manual. 
/ 4. Damage caused by unexpected accidents. / 5. Damage not caused by defects in the manufacturing process. / 6. Damage caused by dust or rust. / 7. Damage or defects 
caused when dismantling the product. / 8. Damage and defects caused by dropping or other shocks to the product. / 9. Deterioration or failure of parts due to friction. / 10. 
Damage caused by the use of the product in combination with other maker’s products.

●For repairs, please contact the retailer where you purchased the product or Snow Peak user service. ●When you ask for repair, please make sure that the product is dry and 
clean. ●Please attach a memo or some kind of tag indicating the needed repair, and please write details of when and how the damage occurred. ●Shipping cost and repair fee 
for the repair as follows. 1. Within warranty: Return shipping cost and repair fee will be covered by Snow Peak / 2. Outside warranty: Return shipping cost and repair fee will be 
covered by the user. 

MADE IN KOREA

Snow Peak, Inc.
456, Nakanohara, Sanjo-Shi, Niigata 955-0147 Japan
Tel. +81 256-46-5858 / Fax. +81 256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

Snow Peak USA, Inc.
404 NW 23rd Avenue, Portland, Oregon 97210, USA
Tel. +1-503-697-3330 / Instagram. @snowpeakusa
Email. info@snowpeak.com / www.snowpeak.com

●Assembly pattern 1 (combined with the Pack & Carry Fireplace (L)/(M) (ST-032R/ST-033R))

How to connect the tabletop sections together
(1)Loosen the connecting wheels A until about 5 to 10mm of each screw is visible. Slide the notches 

A into the knob portions of the connecting wheels.
(2)Adjust the positioning so that the connecting knobs are engaged with the indents on the sides of 

the tabletop sections.
(3)Turn the knobs on the connecting wheels A by running your finger along them from the notches A, 

bringing the tabletop sections together. Be careful not to overtighten.

Line up the 4 assembled tabletop and leg components as shown in the diagram below, 
and connect the tabletop sections together.

●Install the Pack & Carry Fireplace (L) / (M) (ST-032R / ST-033R)
For the Pack & Carry Fireplace (L)/(M) (ST-032R/ST-033R), 
Base Plate(L)/(M). (ST-032BP/ST-033BP), Base Plate Stand 
L/M（ST-032BS）, please install them in the center of the 
opening, as shown in the diagram below.

<Attachment example>

2 legs

2 legs

Arrange the tabletop 
slats surface to surface 
as shown below

Place the four tabletop sections between the legs, which have 
been stacked together as shown in the diagram below. Place 
everything into the storage case.

●Connection with a Bamboo Table Regular or Bamboo
Table Long (CK-116T, CK-117T)

●Storage

The Jikaro Table can be connected to a 
Bamboo Table Regular or Bamboo 
Table Long (CK-116T, CK-117T) using 
the multifunctional connecting holes. 
Use the 400 Leg Set (CK-112) for the 
Bamboo Table Regular or Bamboo 
Table Long. Insert the hooks on one end 
of the Bamboo Table into the multifunc-
tional connecting holes, as shown in the 
diagram to the left. Read the instruction 
manual for each item before use.

If you try to carry the disassembled 
table parts by holding on to the A and B 
sides of the legs, the tabletop sections 
may fall out. Be sure to place everything 
inside the storage case, or carry the 
stacked tabletops and the stacked legs 
separately.

CAUTION

Set to a total height 
of 38 to 42cm

●Assembly pattern 2 (combined with the GigaPower LI Stove (GS-1000))

How to connect the tabletop sections together
(1)Loosen the connecting wheels B until about 5 to 10mm of each screw is visible. Slide the notches 

B into the knob portions of the connecting wheels.
(2)Adjust the positioning so that the connecting knobs are engaged with the indents on the side of the 

tabletop sections.
(3)Turn the knobs on the connecting wheels B by running your finger along them from the notches B, 

bringing the tabletop sections together. Be careful not to overtighten. careful not to overtighten.

Line up the 4 assembled tabletop and leg components as shown in the diagram below, 
and connect the tabletop sections together gether.

●Install the GigaPower LI Stove (GS-1000)
Set the GigaPower LI Stove (GS-1000) to a total height of 38 to 
42cm, and install it in the center of the opening, as shown in the 
diagram below.


