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取扱説明書 ： Ver 1.00

●セット内容：本体、収納ケース ●材質：ステンレス、コットン ●サイズ：Φ260×10(h)mm  ●重量：600g

MADE IN JAPAN

安全上の注意事項　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。

メンテナンスについて

危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

●初めてお使いになるときは、工程上の油分等が残っていることがありますのでよく洗ってから使用して
ください。 ●直火にかけたり火のそばに置いたりしないでください。本製品が熱くなり大変危険です。 ●
本製品をオーブンや電子レンジで使用しないでください。 ●平らで安定したテーブルの上で使用してくだ
さい。落下や転倒によりケガをする恐れがあります。 ●使用時以外は必ず収納ケースに入れてください。
本体のキズや反射光による事故の原因となります。 ●食器洗浄機や乾燥機を使用する際は、お使い
の食器洗浄機・乾燥機の取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。●本製品を冷凍庫に入れて使
用しないでください。製品の変形につながります。 ●持ち運びの際、落下しない様に十分ご注意くださ
い。強い衝撃が加わると破損や変形の原因になります。

●普段のお手入れには柔らかいスポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。金属製のたわしや磨き粉
は使用しないでください。 ●使用後は必ず洗い、乾いた布で水分をよく拭き取り乾燥させてください。 ●乾燥
する際は本製品のおもて面（凹面）を下に向け、風通しの良い日陰で行ってください。 ●本製品はステンレス
製の鏡面仕上げのお皿です。素材本来の風合いを生かし塗装等を施していないため、繰り返しの使用により
キズが付きますがご了承ください。磨き直し加工（有料）も可能ですので、詳しくは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。

使用方法

①本製品の上に料理をのせてご使用ください。 ②収納ケースは風呂敷型となっています。図のように収納し
てください。

磨き直しサービス（有料）

●繰り返しの使用で本体がキズついた場合、磨き直し加工が可能です。（有料） ※変形や深いキズなど、
本体の状態により磨き直し加工ができない場合があります。本体の状態を確認してからの作業となります
のでご了承ください。 ※料金や加工時間など、詳しくは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。

●小さいお子様だけで使用させないでください。また、幼児の手の届く範囲で使用しないでください。

●本製品は食器です。本製品を投げたり故意に反射光を人に向けたり等、食器用途以外の使用は
絶対にお止めください。思わぬ事故の原因となります。
●直射日光などの強い光があたる場所で本製品を使用したり、置いたり、保管しないでください。本製品
に光が当たって収れん火災が発生する恐れがあります。特に車中に置いたままにしないでください。
●本製品に反射した強い光をのぞかないでください。失明や火傷など身体に重大な損害を及ぼす恐
れがあります。

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

Specifications

● Contents: Plate, Carrying Case ● Material: Stainless Steel, Cotton ● Size : Φ 260 (10.2”) x 10 
(0.4”) (h) mm ● Weight: 600g (1.3lbs)

Safety Instructions Before use: please read thoroughly to ensure safety and avoid accidents.

Maintenance

DANGER / Misuse could easily result in a serious accident or death.

WARNING / Mproper use may result in death or serious injury.

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

● Wash this product well before using it for the first time, as there may be oil left from the 
manufacturing process. ● Do not place the product on or near a fire as it may become hot and 
very dangerous. ● Do not use this product in an oven or microwave. ● Only use this product on 
a flat and stable table. Using this product on unstable surfaces increases the risk of injury from 
falling or dropping. ● Please make sure to put the product in its storage case when not in use. 
Failure to store properly may cause damage to the product or accidents due to the reflected light. 
● Please read the instruction manual of the dishwasher or dryer before using it with the product. 
● Do not put this product in a freezer as it leads to product deformation. ● Please be careful not 
to drop the product when carrying it. The forceful impact may cause damage or deformation.

● For regular maintenance, please wash the product with a sponge and mild detergent. Do not 
use a metal brush or polishing powder. ● After use, wash the product, wipe off any moisture with 
a dry cloth, and let it dry. ● When drying, place the product in a well-ventilated shaded area with 
the top surface (concaved) facing down. ● This product is a stainless steel plate with a mirror 
finish. Please note that because the original texture of the material is not painted, repeated use 
may cause damage. It is also possible to have the product polished (for a fee), so please contact 
the dealer where the product was purchased or Snow Peak Customer Service.

How to use

1) Please put the food 
on top of this product.
2) The storage case is a 
furoshiki-style cloth 
(Japanese wrapping 
cloth). Store as shown 
below.

Polishing service (charged)

● If the body is scratched or worn from repeated use, it can be re-polished for a fee. ※ If the product 
has severe deformation or deep scratches, it may not be possible to re-polish. Please note the 
condition of the product will be checked before the polishing is completed. ※ For more details such 
as price and processing time, please contact the dealer or Snow Peak Customer Service.

● Please do not let small children use this product unsupervised. Do not use or leave the 
product within the reach of children.

● This product is a dish. Do not throw the product or use it for anything other than 
tableware. Improper use may cause an unexpected accident.

● Do not use, place, or store this product in areas exposed to bright light or direct 
sunlight. The exposure and reflection of bright light may cause a fire. In particular, 
please do not leave the product in the car.

● Do not expose the product to bright light, as it may cause serious damage to your 
body such as blindness or burns.

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 manufactur-
ing 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.

Warranty

Instruction Manual : Ver 1.00


