
このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。
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安全上のご注意
ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するためのものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷※ 1 を負う可能性が想
定される場合を示します。

注意 取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷※ 2 を負うことが想定されるか、 
または物的損害※ 3 の発生が想定される場合を示します。

してはいけない「禁止」内容です。 必ず実行していただきたい 
「強制」内容です。

表示の意味

※ 1：  重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、お
よび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※ 2： 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
※ 3： 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

 警告

 注意

禁止

分解や修理、改造しない。
事故や故障の原因になります。
弊社指定外の部品を使用しない。
事故・故障の原因となります。
小さな部品は乳幼児の手の届くとこ
ろに放置しない。
誤飲の恐れがあります。
製品に破損や割れ、亀裂がある場
合は使用しない。
そのまま使用を続けると、感電・火
災・やけどの原因になります。
本製品を乳幼児の手の届くところに
置いて保管しない。
けがの原因となります。
お子様や監督が必要な人には使用
させない。
けが・事故の原因となります。

■ 本体の取り扱いについて

禁止

以下のような場所で使用したり保管し
ない。
● 幼児の手の届くところ
● 水のかかる場所
● 火気の近く
● 水平ではない場所や、不安定な場所
● 振動や衝撃のある場所
火災・感電・漏電の原因となります。

指示

子供が本製品で遊ばないように注意
する。
けが・事故の原因となります。
金属ふたを取り外すときは、圧力開
放弁を引き、容器の中の圧力を解
放してから取り外す。
圧力を解放せず金属ふたを取り外し
た場合、容器中の圧力が勢いよく噴
出し危険です。

禁止

電子レンジに入れて使用しない。
火災・けがの原因になります。

禁止

本体の上に物をのせたり、衝撃を与
えたりしない。
転倒したり落下して、けがや破損の
原因になります。
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安全上のご注意

禁止

炭酸ガスカートリッジの取り付け・
取り外しの際は、工具を使用しない。
用途以外の炭酸ガスカートリッジを
使用しない。

指示

炭酸ガスカートリッジを落としたり
衝撃を与えないように注意する。

 警告

 注意

 注意

■ レギュレーター・炭酸ガスカートリッジについて

指示

炭酸ガスカートリッジは 0℃から
40℃の間で保管・使用する。
高圧ガスを使用しているので、破損・
けがの恐れがあります。
炭酸ガスカートリッジは TrailKeg
専用のものを使用する。
指定以外のカートリッジを使用すると
故障・破損やけがの恐れがあります。

禁止

レギュレーター、炭酸ガスカートリッ
ジは冷凍や加熱をしない。
レギュレーターの異常動作や故障の
原因になります。
炭酸ガスカートリッジは分解、改造
しない。
高圧ガスを使用しているので、破損・
けがの恐れがあります。
炭酸ガスカートリッジは、幼児や子
どもの手の届く範囲に放置しない。
けがの恐れがあります。

● 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。

指示

持ち運ぶときは、取っ手または容器
の下部を持つ。
注ぎ口などを持つと、落下してけがを
したり、破損の原因になります。
熱い液体を入れたときはやけどに注
意する。
長時間保存した後に開栓する場合
は、内容物の吹き出しに注意する。

禁止

本体に強い衝撃を与えない。
本体の破損により事故やけがの原因
となります。

指示

炭酸ガスカートリッジを取り付ける
際は、炭酸ガスが噴出することがあ
りますが、カートリッジが回らなくな
るまで一気にねじこむ。
ゆるめたままにすると、ガスが噴出し、
けがの恐れがあります。
炭酸ガスカートリッジを取り外す際、
炭酸ガスが残っていて炭酸ガスが噴
出した場合は、カートリッジが回ら
なくなるまで締め直す。
ゆるめたままにすると、ガスが噴出し、
けがの恐れがあります。
炭酸ガスを使い切ってから、炭酸ガ
スカートリッジを交換する。
高圧ガスの残ガスが噴出し、けが・
故障の恐れがあります。
使用済みの炭酸ガスカートリッジは、
ふたに穴が空いていることを確認し
てから、各自治体の指示にしたがっ
て処理する。

指示

丈夫で水平なところに確実に設置し
て使用する。
転倒・落下によるけがなどの原因に
なることがあります。
容器に炭酸飲料を入れている場合
は、プラスチックふたではなく、金
属ふたを取り付ける。
プラスチックふたを使用すると、ボト
ル内の圧力でふたが緩んだり、内容
物が漏れる場合があります。
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ご使用前に必ず以下をお読みいただきご確認ください。

1.  ご使用前は炭酸ガスカートリッジに凹み、穴が開いている等の損傷がない
かご確認ください。損傷がある場合は、使用をお止めください。

2.  高温になるような場所や直射日光の当たる場所を避け、炭酸ガスカートリッ
ジ本体が 40℃を超えない換気のよい場所で保管してください。幼児の手
の届くところに置かないでください。

3. 炭酸ガスカートリッジに細工しないでください。

4.  この炭酸ガスカートリッジの日本国内における再充填は法律により禁止さ
れています。

5.  炭酸ガスカートリッジの中身は二酸化炭素ですので引火、燃焼するもので
はありませんが、高温になるのを避けるため火気の傍を避けてください。

6.  万一、炭酸ガスカートリッジ内のガスが放出され続ける状態になった場合
は、そのまま放置し炭酸ガスカートリッジには触らず、窓を開けるなどの
換気をしてください。

7.  炭酸ガスカートリッジを取り付ける際にガスが噴出した場合は、決して慌
てず、窓を開けて、換気を十分に行なうようにしてください。

8.  炭酸ガスカートリッジの使用時は、ガスが減少するため、炭酸ガスカート
リッジが冷たくなったり結露したりします。

  ※異常ではありませんので、安心してお使いください。素手で触れる際は
ご注意ください。
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各部の名称と付属品

付属品 プラスチックふた ×1

ビールを充填する

ふたを開け、容器にビールを満タンに注ぎます。

容器に金属ふたを取り付けます。

1

2

● 持ち運ぶときは、注ぎ口とレギュレーターを取りつけないでください。
● 充填チューブを金属ふたに取り付けると、泡が出すぎるのを防ぎます。
● ビールなどの炭酸飲料を持ち運ぶときは、プラスチックふたではなく

金属ふたを取り付けてください。

金属ふた

圧力開放弁

充填チューブ

注ぎ口

取っ手

取っ手
取り外された状態で
梱包されていますの
で、ねじ込んで取り
付けます。

レギュレーター

レギュレーター調整ノブ

圧力メーター

バールロック

容器
● 24 時間保冷
● 12 時間保温

アドバイス

リストリクター
取り外すと注ぐときの
勢いが強くなります。

はじめてお使いになる場合は、各部品をよく洗い、乾燥させてください。
→ 7 ページ「お手入れ」参照

■ 本体

※ 炭酸ガスカートリッジは付属しません。
 正規品をお買い求めください。
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ビールを注ぎ終えたら、お好みの圧力に戻します。
最適な貯蔵圧力は9～ 15PSIです。

ビールをそそぐ
金属ふたに注ぎ口とレギュレーターを取り付けます。

レギュレーター調整ノブをOFF側（反時計回り）いっぱいに回します。

レギュレーターに炭酸ガスカートリッジ（別売）を取り付けます。
●	炭酸ガスカートリッジは時計回りにねじ込んで取り付けます。
●	炭酸ガス漏れを防ぐため、できるだけ早くカートリッジを取り付けてください。

1

2

3

4

6

5

●	ビールを満タンにしたときや、持ち運んだ後は、少なくとも1時間ビールを寝か
せると泡が落ち着きます。

●	炭酸がもの足りない場合は、より高い圧力に調整したあと、一晩おいてください。
●	泡が多すぎる場合は、圧力を2～ 3PSI に下げるか、一晩低圧の状態でおいて
みてください。

●	注ぎ口は、ロックを上に押し上げながら、差し込みます。
●	レギュレーターはカチッと音がするまで押し込んで取り付けます。

ロック

レギュレーター
レギュレーター調整ノブ

炭酸ガスカートリッジ※

注ぎ口

アドバイス

圧力計が3～5PSIになるまでレギュレーター調整ノブをON側（時計回り）に回します。

注ぎ口の取っ手を手前に倒し、最初の１杯を注ぎます。
●	必要に応じて、好みの圧力になるようレギュレーターを調整してください。
●	ビールを注ぐときは取っ手を後ろに倒さないでください。故障の原因になります。

炭酸ガスがビールを新鮮に
保ち、炭酸抜けを防ぎます。

※	炭酸ガスカートリッジは付属しません。
	 正規品をお買い求めください。
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圧力開放弁

お手入れ

お願い ●	中性の食器用洗剤のみを使用してください。
	 漂白剤や研磨剤入りのクリーナーは使用しないでください。
●	レギュレーターは水洗いしないでください。	故障の原因になります。
●	レギュレーター以外は食器洗浄機にも対応しています。

圧力開放弁を引いて容器内の圧力を開放したあと、金属ふたを容器から取り外します。
レギュレーターは金属ふたから取り外してください。
金属ふたと注ぎ口は取り付けたままにします。

注ぎ口を開き、充填チューブと注ぎ口を温水で洗い流します。
容器は中性洗剤で洗い、温水で洗い流します。
金属ふたは2つのパッキンを取り外し、それぞれ洗浄します。

すべての部品を乾燥させます。
容器は逆さまにして乾燥させると、においがこもりにくくなります。

1

1 2 3

2

3

使用後は毎回中性洗剤で洗浄してください。

 警告
金属ふたを取り外すときは、圧力開放弁を引き、容器の中の圧力を解放してから取
り外す。
圧力を解放せず金属ふたを取り外した場合、容器中の圧力が勢いよく噴出し危険です。
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品名 TrailKeg ガロンパッケージ／ハーフガロンパッケージ

寸法（約） ガロンパッケージ：15.9×15.9×50.8cm
ハーフガロンパッケージ：12.7×12.7×45.5cm

質量（約） ガロンパッケージ：2.3kg
ハーフガロンパッケージ：1.8kg

同梱品

・TrailKeg Lid（金属ふた）
・TrailKeg グラウラー（容器）
・プラスチックふた
・タップ
・レギュレーター
・充填チューブ

Made in China

仕様

保管方法

goodhub 合同会社
東京都港区浜松町 2-2-15 2F
お問い合わせ先
support@trailkeg.jp

「よくあるご質問」「お問い合わせフォーム」などはホームページをご活用ください。
▶公式 HP　https://trailkeg.jp/

● 保管する際は、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所を避けてください。
● レギュレーターは、適切な圧力に調整したあと、金属ふたから外してください。
● 冷凍庫に入れて保管しないでください。

＜輸入販売元＞


