
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、アウ
トドア用に開発されたランタン用ハンガーです。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。

取扱説明書 Ver 1.01LT-009 ランタンハンガーL

●材質：ステンレス、塩化ビニールコーティング ●サイズ：φ6×250mm
●取付可能ポールサイズ：φ27～32mm ●重量：120g

スペック

●長期間使用しなかった製品を再度お使いになる際は、製品をよく点検してお使いください。
●軽い汚れや水分が付着した場合は、速やかに乾いた布で拭き取ってください。
●塩分（調味料等）や、その他の薬品が付着した場合は、硬く絞った布でよく拭き取り、十分
に乾燥させてください。

メンテナンス方法

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

●製品の改造は絶対にしないでください。機能や強度が低下します。改造品の修理はお受け
できません。
●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頂きます。
　１．補償対象の場合：往復運賃並びに修理費は、弊社にて負担いたします。
　２．補償対象以外の場合：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

取扱上の注意 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。

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。危険

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。警告

●本製品と併せてご使用になる各商品の取扱い説明書を必ずお読みください。
●併用するランタンの取扱説明書を必ず読み、ランタンの使用方法を守ってお使いください。

●ご使用の前に、本製品を点検し、各部に異常がないことを確認してください。異常が発
見された場合は、直ちに使用を中止しお買い求めいただいた販売店様、または弊社ユー
ザーサービス係に点検または修理を依頼してください。
●使用中、ランタンの熱により本製品は高温になる場合がありますのでご注意ください。
また、使用中も周囲の状況をよくご確認ください。
●本製品使用中、製品周囲から目を離さないようにしてください。思わぬ事故の原因となり
ます。
●本製品に取り付けるアイテムは、総重量2ｋｇを超えないようにしてください。
●強風などの荒天時の使用は危険ですのでお止めください。
●本製品は、お子様の手の届かない所で保守・管理をしてください。

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。注意
●本製品は常設用ではありません。
●設営、撤収時に指や手を挟まないようご注意ください。
●ランタンを本製品に吊るす前に、本製品がポールに確実に取り付けられているか確認し
てください。不意にランタンが落下して破損する恐れ、並びに、ランタンの破損による怪
我につながる恐れがあります。また、ランタンが落下してしまった場合は、ランタンの外見
だけで破損の状況を判断せず弊社ユーザーサービスまで点検を依頼してください。
●直射日光の当たらない、風通しの良い湿気の少ない場所に保管してください。

使用方法

ポールにからませるだけで簡単に取り付けられます。
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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。

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

Thank you very much for purchasing a Snow Peak product. This product is a 
lantern hanger designed for outdoor use.  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.

LT-009 Lantern Hanger L

●Material：Stainless Steel、PVC coating ●Size：dia. 6 x 250mm (0.2” x 9.8”)
●Attachable pole size：dia. 27- 32 mm (1.1”-1.3”) ●Weight：120g (4.2 oz)

Specifications

●When using a product that has been stored for a long time, please contact Snow 
Peak Customer Service for inspection. ●If this product gets lightly soiled or damp, 
wipe it off immediately with a dry cloth. ●If salt (seasoning, etc.) or other chemicals 
adhere to the product, wipe it off with a damp cloth, then dry the product thoroughly.

Maintenance

The specifications of Snow Peak products are based on field testing and quality 
control to ensure every product's correct function and longevity. 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.

Warranty

●If a professional repair is necessary, please contact the dealer where the product 
was sold or Snow Peak Customer Service.  ●Please dry and clean the product before 
sending it for repair. ●Please stick a memo onto the damaged area of the product. In 
the memo, include details explaining the circumstances that led to the damage. ●The 
cost of repair will be determined as follows: 1．If the damage is subject to warranty, 
transportation cost (both ways) and repair cost will be covered by Snow Peak. / 2．If 
the damage is not subject to warranty, transportation cost (both ways) and repair cost 
will be covered by the customer.

Repair

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

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

WARNING : Improper use may result in death or serious injury.

●Be sure to read the instruction manual of any other products used with this 
product. ●Please read the lantern's manual and follow the instructions.

●Before using the product, check each part for abnormalities. If there are 
abnormalities, take the product to the dealer or Snow Peak Customer Service for 
inspection or repair. ●Items attached to this product should not exceed the total 
weight of 2 kg. ●Do not use this product in stormy weather with strong winds.
●Keep this product out of the reach of children. ●Please note that the product may 
become hot during use due to the heat of the lantern. Always check the surround-
ing conditions carefully before and during use. ●While using this product, keep an 
eye on the surroundings. Sudden environmental changes may cause an unexpect-
ed accident.

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

●This product is not for permanent installation. ●Before hanging a lantern on this 
product, make sure that the product is securely attached to the pole. If the product 
is not securely attached, the lantern may fall and be damaged unexpectedly, 
potentially resulting in injury. If the lantern has fallen, please have it examined by 
Snow Peak Customer Service. Sometimes the damage is internal and not obvious. 
●Store this product in a well-ventilated and dry place, out of direct sunlight. ●Be 
careful not to get your fingers or hands caught when setting up or taking down.

How to use

This product is easy to use ‒ simply entwine it around the pole.
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Snow Peak USA, Inc.
404 NW 23rd Avenue, Portland, Oregon 97210, USA
Tel. +1 (503) 461-0781  Instagram. @snowpeakusa
www.snowpeak.com  Email. info@snowpeak.com


