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取扱説明書

ご使用上のご注意

お手入れ・保管について
●使用後は食器用洗剤で洗い、乾燥させてください。
●異種金属と接触した状態で保管しないでください。
●お子様の手の届かない場所に保管してください。

●平らな場所で使用してください。 
●サイズが合わない場合は使用しないでください。 
●断面が鋭利になっている場合があります。使用および洗浄の際は注意してください。 
●使用の際は軍手を着用してください。 
●使用の際は五徳の接合部が全て正しい位置にしっかりと固定されていることを確認してください。 
●五徳に載せられない底面の小さいクッカーを使用する場合は焼き網を使用してください。 
●熱の影響で変形・変色する場合があります。 
●使用後は自然放置で冷却し、完全に冷えたことを確認してから洗浄してください。 
●本製品は1～2人用の小型の鍋等での使用を想定しております。大型の鍋等は使用しないで
ください。 
●たわし、又はクレンザーは使用しないでください。 
●無理な力を入れたり、落としたり、ぶつけたりしないでください。 
●変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。 
●本来の用途以外に使用しないでください。

！ 警 告

●本品及びアルコールバーナー、固形燃料は
屋外使用専用です。屋内及び車内、テント
内、洞窟、窪地等の換気の悪い場所で使
用しないでください。

●使用中・使用後は本品が大変熱くなります。
やけどに十分注意してください。
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厚さ ： 約10mm
重量 ： 約66g

CARD CONRO
カードコンロ
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本体材質 ： 
本体／チタン
幅 ： 約95mm
縦 ： 約60mm
MADE IN JAPAN　
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Precautions during use

Care and Storage
- After use, wash with dishwashing detergent and then dry.
- Do not store in direct contact with items made of different metals.
- Keep out of reach of children.

- Use on a flat surface.
- Do not use if the size does not fit.
- The cross-section may be sharp. Be careful during use and when cleaning.
- Wear suitable gloves when using.
- Make sure all connecting parts of the trivet are properly fastened in the correct 
position before use.
- Use a grill if you are using a cooker with a small base that cannot be placed on the 
trivet.
- Deformation or discoloration may occur due to heat.
- Allow to cool naturally after use, and make sure the product has cooled completely 
before cleaning.
- This product is for use with a small pot for 1 or 2 people. Not for use with large pots.
- Do not use a scrub brush or polishing powder with this product.
- Do not subject the product to strong force, drop it or bang it against other objects.  
- Immediately discontinue use if the product becomes deformed or damaged.
- Do not use this product for purposes other than those intended.

！ Warnings!

-This product, the alcohol burner and solid 
fuel are for use outdoors. Do not use 
indoors, inside a car, tent, cave, pit or 
other location with poor ventilation.
-The product will be very hot during and 
after use. Take care so as not to get 
burned.
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Depth ： approx.10mm
Weight ： approx.66g

CARD GRILL

Main Body／Titanium
Width ： approx.95mm
Height ： approx.60mm　

Click here for
instructions on
how to assemble
the Card Grill.＼　　　　　　　　／
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