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スペック

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。

●材質：本体/ステンレス、ボトムカバー/シリコンゴム　●本体サイズ：Φ100×170mm　●重量： 420g　 ●容量： 700ml

品質保証について

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。本製品はステンレス真空ジョッキです。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。

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。

●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。

●ボトムカバーが装着されていない状態では使用しないでください。不安定になり転倒する恐れがあります。
●お子さまが近くにいるときは、本製品から目を離さないでください。いたずらなどにより、思わぬ事故の原因になります。
特に熱い飲み物が入っているときは怪我や火傷の原因となります。

●直火には絶対にかけないでください。真空二重構造の内圧が上昇して、破裂する恐れがあり危険です。  
●火のそばなど、高温になる場所に置かないでください。変形や変色、やけどの原因になります。 
●熱い飲み物に使用する際には、火傷には十分注意してご使用ください。
●本製品を自動車などの運転中には使わないでください。車内や衣類を汚す原因となります。また、運転者の場合、運転
への注意が散漫になり、大変危険です。

●電子レンジで加熱しないでください。(火花が飛んで、ケガ、故障の原因になります)

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。

●本体に強い衝撃を加えたり、落下させると気密性が低下して保温・保冷性能が失われます。
●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。 
●飲料などを入れたまま長期間放置しないでください。 
●ハンドルの片側のみをつかんで使用しないでください。ハンドルが不安定になり、内容物をこぼす恐れがあります。

メンテナンス方法
●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。 ●本製品をお手入れする際は、底面のボトムカバーを必ず外してください。洗剤や水分が残留する恐れがあります。 ●本製
品は食器洗浄機や乾燥機を使用しないでください。 ●洗った後は乾いた布で水分をよく拭き取り、乾燥させてください。
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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
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Specification

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

●Material：Mug/ Stainless Steel ; Bottom Cover/ Silicone Rubber ●Mug Size：Φ100 (3.9”)×170 (6.7”) mm
●Weight：420g (15 oz) ●Capacity: 700ml (24 fluid oz)

Warranty

Thank you for your purchase of Snow Peak products. This product is a stainless-steel, vacuum-insulated tumbler. 
For safety, read the following instruction manual before use. Also, please keep it safe after you finish reading it. If 
you find anything that you do not understand in the description or if there is any problem with the product, please 
stop using it immediately and contact the dealer from whom you purchased it or our user service.

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

●Before using this product, please inspect it and make sure that there is nothing wrong with each part. If any 
abnormality is found, stop using the product immediately and ask the dealer where you purchased it or our User 
Service Department to inspect or repair ● Do not use the product when the Bottom Cover is not attached. It may 
become unstable and tip over. ● Keep an eye on the product when children are nearby. Mischief can cause 
unexpected accidents. It may cause injury or burns, especially when hot drinks are contained. ● Please do not 
put this product on or close to an open flame. Doing so can increase the　internal pressure of the 
vacuum-sealed, double-wall design, potentially causing it to burst. ● Do not place this product near a fire or in 
areas subject to high temperatures. Doing so may cause deformation, discoloration, or burns. ● When using 
this product for hot drinks, please be careful not to get burned. ● Do not use this product while driving a car. It 
may stain the inside of the car and clothing. Also, in the case of a driver, attention to driving is distracted, which 
is extremely dangerous. ● Do not heat in the microwave. (Sparks may fly and cause injury or malfunction.)

Caution / Indicates actions which may lead to injury, damage to this product, or damage to other items.

● Avoid strong impacts and do not drop the product. The impact of dropping could damage the vacuum-sealed 
insulation, reducing the cooling capabilities. ● When using this product for the first time, apply a mild detergent 
to a soft sponge, and wash well. ● Please do not leave drinks in this product for long periods of time. ●  Do not 
hold only one side of the handle. The handle may become unstable and the contents may spill. 

How to Maintain
● For regular maintenance, please apply a mild detergent to the soft sponge and wash well. (Do not use a metal 
brush or polishing powder when washing. It may damage the surface.) ● Be sure to remove the bottom rubber 
cover when cleaning this product. Detergent and water may remain. ● Do not use a dishwasher or dryer for this 
product. ● After use, wash well and dry well in a well-ventilated shade.
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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.
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