
取扱説明書（本書）※イラストはCK-219です。

天板×1

レールジョイント×2

④（IGTフレームの場合）対応する製品と
　確実に連結させます。

③天板のフックを引き出し回転させます。 ⑥全ての脚が必ず地面に接地していること
確認してからご使用ください。接地させる
際は脚のアジャスターを調整してください。

※アジャスターのネジ
部は25mm以上露
出しない範囲でご
使用ください。

①天板を裏返して置き、脚固定
用穴に脚パイプの凸部を合
わせて差し込みます。（その
時、脚パイプの先端の突起が
天板の反対側に突き出たこ
とを確認してください。）

②脚のガタツキがなくなるま
で回転（時計、反時計回り
どちらでもロックします。）さ
せ、しっかりと固定させま
す。（脚は取り付けた時に
傾くよう設計されていま
す。）

⑤（レールジョイントを使用する場
合）IGTフレームの長辺のレー
ルに挿入し、天板フックと連結
します。

凸部には目印の
線があります。

脚固定用穴

セット内容 スペック

●サイズ：990×496×25ｍｍ
●材質：竹集成材、アルミ、ステンレス
●重量：4.3㎏
※脚は付属しておりません。別売りの
セットCK-109/112/113/114が
必要です。別途お買い求めください。

対応品番

本製品は以下の品番に取り付けることができます。
CK-149/CK-150/CK-080/LV-210（SET-200,SET-210）
/LV-310/ST-050
※そのほかの製品に対応しておりませんので、ご注意ください。
※本取説中では、CK-149/CK-150をIGTフレームと表記します。
※本製品を取り付ける際は対応する製品の取扱説明書をよくお読みください。
※LV-310に取り付ける際には、LV-311が必要です。別途お買い求めください。

この度は、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、スノーピーク製品拡張用の竹製のテーブルです。安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明
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。説明内容で理解出来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。

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。

使用方法

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。

●本製品のフックに無理な力をかからないように注意してください。本製品または、連結した製品が破損します。●接続した脚に横方向の力を加えないでください。脚の曲り、破損の原因にな
ります。●地盤のしっかりした平らな場所でご使用ください。ご使用状況により不安定のまま使用を継続しないでください。●雨中に放置したり、長時間水分に接触すると、塗膜の内部に水分
が浸透し、染みや変色、反り等の原因になることがあります。●本製品は常設用ではありません。また、常時重量物を置くような環境では天板が反る原因になります。●本製品をぶつかるなど
して塗膜が損傷すると、湿気を吸収しやすくなり、染みや変色、反り等の原因になることがあります。●本製品の上に火をかけた直後の熱い鍋などを置くと、焦げの原因になります。絶対置か
ないでください。●本製品は天然の竹を加工、集成したものです。色の濃淡や風合いは個々の特性です。天然の色や風合いをお楽しみください。●固いもの尖ったものなどで擦らないでくだ
さい。キズの原因になります。●本製品はご使用状況や保管状況により、退色、変色、反り、ゆがみ、割れが発生することがあります。特に暖房の熱が直接伝わる場所、長時間直射日光に当
たる場所、夏場の車内での使用や保管はしないでください。取扱いに十分注意してください。●本製品を関連商品に取り付ける際は周囲に人が居ないことを確認してから行ってください。

●本製品のフックは完全に固定する機能はありません。本製品が対応する製品に、確実にセットされていることを確認してからご使用ください。しっかりとセットされずに使用すると、本製品上に置
いたものが転倒したり、落下したりする恐れがありますので大変危険です。●本製品をご使用の際は対応する製品と同じ高さの脚を必ず取り付けてください。また、取り付けた脚のアジャスターを
調整して、脚を地面に必ず接地させてからご使用ください。脚が浮いたまま使用すると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。●本製品に手をつき体重をかけるなどしないで
ください。本製品のバランスを崩し転倒する恐れがありますので大変危険です。●本製品の上に座ったり立ち上がったりするのは危険ですので、絶対にしないでください。●取り付けた製品と連
結したままでの製品の移動はしないでください。連結部に無理な力がかかり、本製品が破損する恐れがあります。必ず本製品を外して、移動してください。●本製品を使用する場合は、均等な力が
かかるようにし、上に載せる重量は30㎏以下にしてください。●機能を損なったり、強度が低下しますので改造は絶対に行わないでください。改造製品のアフターサービスはお受けできません。

●本製品を取り付ける際は対応する製品の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。●本製品の上で燃焼器を使用する場合、燃焼器の取扱説明書をよく読み、注意事項を従ってくだ
さい。火災や火傷などの重大な事故につながる恐れがあります。●本製品の上で、乳幼児や小さいお子様を寝かせる、または座らせるのは大変危険ですので、絶対に行わないでください。
●焚き火の近くでは絶対に使用しないでください。特に焚き火を囲むようなセッティングはしないでください。

メンテナンス方法

●軽い汚れや水分が本体に付着した場合は速やかに乾いた布で拭き取り、よく乾燥させてください。●塩分、調味料やその他の薬品などが付着した場合は、固く絞った布でよく拭きとり、十分
に乾燥させてください。●使用後、保管する際には直射日光を避け、風通しのいい場所で保管してください。

フック

マルチファンクションテーブルオープン L竹 / R竹
CK-218 / CK-219
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お買い求めいただきました製品は万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店様もしくは弊社または各製品に記載された連絡先にご相談ください。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。その他の場合は適切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、以下の場合は修理でき
ない場合もありますので予めご了承ください。 1.素材の経年劣化による損害など商品の寿命 / 2.改造および粗雑な取扱いによる故障 / 3.取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障 / 4.不測の事故
による商品の故障 / 5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障 / 6.ゴミやさびによる故障 / 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.摩擦によるパーツの変化及びそれによる故障 / 10.他社製品との組み合わせによる故障

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

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

スノーピークユーザーサービス
（9：00～17：00）0120-010-660

Email:userservice@snowpeak.co.jp

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。



Instruction Manual
(this document)

④ Connect to the side of
　 the IGT unit frame.

③ Pull out the hook and rotate. ⑥ Please make sure that all legs touch 
the ground before use. If not, adjust 
the leg adjusters at the bottom of the 
leg.

* Do not expose the 
screw part of the 
adjuster more than 
25 mm.

① Turn the tabletop upside 
down and insert convex 
parts of the legs into the 
leg hole. Make sure that 
the tip of the legs 
protrudes through the top 
of the hole to the opposite 
side of the tabletop.

② Rotate legs to secure. 
The lock works either 
clockwise or counter-
clockwise. The legs are 
designed to tilt when 
installed.

⑤ Insert the rail joints onto 
the long side of the rail on 
the IGT unit frame. Then, 
connect the tabletop 
hooks.

there is a line 
on convex 
parts of legs

Leg  hole

Set Contents (Name of the Parts) Specifications
●Size: 990x496x25mm
●Material: Bamboo laminated 

material, aluminum, stainless 
steel

●Weight: 4.3 kg  (9.5lb)
* Legs are not included. Please 

purchase a leg set, 
CK-109/112/113/114, separately.

Supported Item code
This product can be paired with the following items.
CK-149/CK-150/CK-080/LV-210 (SET-200,SET-210)/LV-310/ST-050
* Please note that this product is not compatible with other products.
* CK-149/CK-150 is referred to as IGT pole in this manual.
* When inserting the legs into the slots of this product, please 

carefully read the instruction manual.
* LV-310 is required to attach to LV-311. Please purchase separately.

Thank you very much for purchasing a Snow Peak product. This product is a bamboo extension for the Snow Peak Iron Grill Table (IGT) system. To use this product safely and 
correctly, please carefully read these instructions. After reading these instructions, keep this manual in a safe place for future reference. If you find anything in the instruction manual 
that is difficult to understand or find a defect with the product, stop using it immediately and contact the dealers where the product was purchased or Snow Peak Customer Service.

Safety precautions (read carefully before use to avoid accidents and use safely)

How to use

DANGER / Misuse 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 to the user and/or damage to property.
●Do not apply excessive force to the connecting hardware and hooks, as they may become damaged. ●Do not apply horizontal force to the legs. The horizontal force will 
cause the legs to bend or break. ●Use this product on firm, flat ground. Do not use in unstable or uneven areas. ●Leaving this product in the rain or in contact with water 
for an extended period of time will cause the water to permeate its coating, resulting in staining, discoloration, warping, or distortion. ●This product is not meant for perma-
nent use. Leaving heavy objects on the tabletop permanently could result in warping. ●Hitting the tabletop could damage its coating or make it easier for moisture to get 
inside, resulting in staining, discoloration, warping, or distortion. ●Do not place a hot pot or pan on top of the product. Hot items may burn the surface. ●This product is 
made of processed and laminated bamboo. Each one will vary in terms of color density and texture. Please enjoy its natural colors and textures. ●Do not scrub with 
abrasive or sharp objects, as they will scratch the surface. ●Depending on its usage and storage conditions, the tabletop may become faded, discolored, warped, 
distorted, or cracked. For example, do not store or use in areas where a heater applies direct heat, areas with direct sunlight for long periods of time, or in a vehicle in the 
summertime. ●When attaching this product to other products, make sure that there is no one around you.

●The connecting hardware and hooks do not offer complete securement. Inspect the connectors and legs for looseness and confirm that everything is set up correctly 
before use. Loose connectors or legs could come undone, causing the product to fall or tip over. ●Use legs of the same height to customize your Iron Grill Table set-up. 
Adjusting the attached legs, make sure that all legs touch the ground before use. Uneven legs may cause the product to tip over or other serious accidents. ●Do not place 
your weight on this product, or it may fall over. ●Do not sit or stand up on this product. ●Do not move this product is connected to other items. Moving the product will apply 
excessive force to the connections and damage them. Separate everything before moving. ●Do not place more than 30kg on the tabletop and ensure that the load is 
distributed evenly on the surface. Otherwise, the unit could tip over or become damaged. ●Do not attempt to modify this product. Modifications may impair its functionality 
or decrease its strength. Modifications make the product ineligible for after-sale services. 

●When setting up this product in combination with other products, read all instruction manuals carefully before use. ●When using the combustor on this product, read the 
instruction manual of the combustor carefully and follow the precautions. It may cause serious accidents such as fire or burns. ●Please do not let infants and small children 
sit or lie down on this product. ●Never use this product near a bonfire. Do not set it up around the fire.

Maintenance method
●To remove light dirt or moisture from the product, wipe it off quickly with a dry cloth and dry it well. ●If salt, seasonings, or other chemicals stick to the product, wipe off with 
a tightly wrung cloth and then dry it thoroughly. ●After use, store the product in a shaded, well-ventilated area.

Multifunction Table Open L Bamboo / R Bamboo
CK-218 / CK-219

MADE IN CHINA

Snow Peak guarantees the quality of all its products. Please contact your local Snow Peak dealer if you have any problems with this product. Snow Peak will replace or repair if the product 
is shown to have manufacture defects. In other instances, Snow Peak may repair at an appropriate fee. Please note, the warranty does not apply under the following conditions: 1. Natural 
product deterioration over time. / 2. Damage caused by alterations or careless handling. / 3. Damage caused by improper handling that is prohibited in the instruction manual. / 4. Product 
failure due to user accidents. / 5. Any damage except due to manufacturing defects. / 6. Damage caused by dirt and rust. / 7. Damage caused by disassembly. / 8. Deformation and damage 
caused by dropping or other similar incidents. / 9. Product failure due to wear and tear caused by the user. / 10. Damage caused by use with other unrelated products. 

Warranty

●For repairs, please contact the retailer where you purchased the product or Snow Peak Customer Service ●When you request a 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 detail when and how the damage occurred. ●Shipping cost and repair fee for the repair will be determined 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.

Repair
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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
www.snowpeak.com  Email. info@snowpeak.com

* The illustration above is CK-219.

Top Plate x1

Rail Joint x 2
Hook


