
取扱い説明書 ver.1.02

ギガパワーツーバーナー液出し
（GS-230）

●材　質／ステンレス、アルミアルマイト
　　　　　加工、ブラス
●サイズ／収納時：500×110×360mm、風防
　　　　　装着使用時：563×293×383mm、
　　　　　スタンド装着時：563×514×383mm
●重　量／7.3kg
●出　力／3,000ｋcal（3.5ｋW）×2
●ガス消費量／250g/h
●指定容器／ギガパワーガス500
　　　　　　イソ（GP-500S、GP-500SR）
●指定鍋径／23cm以下
●容　　量／8.0ℓ以下

ギガパワーツーバーナースタンダード
（GS-220）

●材　質／ステンレス、アルミアルマイト
　　　　　加工、ブラス
●サイズ／収納時：500×110×360mm、風防
　　　　　装着使用時：563×293×383mm、
　　　　　スタンド装着時：563×514×383mm
●重　量／7.0kg
●出　力／2,800ｋcal（3.3ｋW）×2
●ガス消費量／250g/h
●指定容器／ギガパワーガス500
　　　　　　プロイソ（GP-500G、GP-500GR）
　　　　　　イソ（GP-500S、GP-500SR）
●指定鍋径／23cm以下
●容　　量／8.0ℓ以下



白地／金帯
金地

白地／銀帯 銀地
白地／金帯 金地
白地／銀帯 銀地

「ギガパワーガス500イソ（GP-500S）白地／銀帯
 （GP-500SR）銀地」を必ず使用してください。

「ギガパワーガス500 イソ（GP-500S）白地／銀帯
　　　　　　　　　　　 （GP-500SR）銀地」

「ギガパワーガス500 イソ（GP-500S）白地／銀帯
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　（GP-500SR）銀地」

「ギガパワーガス500 プロイソ（GP-500G）白地／金帯
　　　　　　　　　　　 　　（GP-500GR）金地」

「ギガパワーガス500 プロイソ（GP-500G）白地／金帯
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　（GP-500GR）金地」

＜注意＞指定専用容器以外は「危険」ですので使用
しないでください。また指定専用容器であっても高
温の環境で保管された専用容器は、内圧が高くなり
大きな炎が出ますので、バーナーに手や顔を近づけ
ないでください。専用容器の保管には十分にご注意
頂き、高温の環境に保管された専用容器は一旦冷ま
してからご使用ください。
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専用指定容器は
GP-500S （白地 /銀帯）
GP-500SR　　  （銀地）
　　　　　　　　　です。

専用指定容器は
GP-500G （白地 /金帯）
GP-500S （白地 /銀帯）
GP-500GR（金地）
GP-500SR（銀地）
　　　　　　　　　です。



専用指定容器は
GP-500S （白地 /銀帯）
GP-500SR　　  （銀地）
　　　　　　　　　です。

専用指定容器は
GP-500G （白地 /金帯）
GP-500S （白地 /銀帯）
GP-500GR（金地）
GP-500SR（銀地）
　　　　　　　　　です。







＊ｓｎｏｗｐｅａｋ指定
専用容器を使用して
ください。
指定専用容器以外は
使用しないでくださ
い。



＊ｓｎｏｗｐｅａｋ指定
専用容器を使用して
ください。
指定専用容器以外は
使用しないでくださ
い。











1.　調理以外の目的には絶対に使用しないで
　　ください。
2.　本体及び各部分は、使用中大変熱くなり
　　ます。火傷等に注意しご使用ください。
3.　使用する前に専用容器や接続部にゴミや
　　ホコリが付着していない事を確認してく
　　ださい。接続部は常にきれいにして、不
　　用意に地面に置くなどしないでください。
　　ゴミやホコリが付着すると、接続部やチ
　　ューブ内で目詰まりを起こすなどし、出
　　力を低下させたり、ガスが出ないなど故
　　障の原因になります。
4.　ご使用になる鍋は直径23cmを目安にお
　　選びください。大き目の鍋をご使用にな
　　る場合や鉄板をご使用になる時は、ゴト
　　クを必ず高い位置に設定して下さい。
　　大きすぎる鍋は不安定になり転倒するな
　　ど危険です。また指定の鉄板以外は使用
　　しないでください。
5.　気温や専用容器の温度によりガス圧が変
　　化し燃焼状態（炎の具合や出力など）が変
　　化します。
6.　正立使用の低温時は、気化熱により缶体
　　がさらに冷却され、火力が低下します。
7.　GP-500S、GP-500SR（銀缶）は正立
　　使用の場合配合ガスの特性により20度
　　以下での使用では、満足な火力を得るこ
　　とができません。低温時が予測される場
　　合は、GP-500G、GP-500GR（金缶）
　　をご使用ください。

　8.　強い風や煮こぼれ等で、火が消えること
　　　があります。使用中は目を離さないでく
　　　ださい。
　9.　異常燃焼が起きた時は速やかに消火し使
　　　用を中止してください。
 10.　炎が当たる部分や炎に近い部分は金属が
　　　焼けて変色します。
11.　専用容器を装着している状態では、ガス
　　　漏れを防ぐ為に火力調節ツマミを必ず締
　　　めてください。 
12.　ガス臭がしたら速やかに消火してくださ
　　　い。完全に消火しているか確認後にカー
　　　トリッジを取り外してください。また決
　　　して着火しないでください。
 13.　ガスは比重が重く、低いところに溜まり
　　　やすい性質があります。万が一ガス漏れ
　　　が起きた場合は、十分に換気ができるま
　　　で、絶対に使用しないでください。
 14.　使用しない場合は、ガスカートリッジを
　　　取り外して下さい。
 15.　イグナイターから放電しない場合は点火
　　　できません。先端の長いライター等で点
　　　火して下さい。
 16.　ガス缶の残量と外部要因（低温時、強風
　　　時、湿度、標高の高い場所など）において、
　　　点火装置で着火しない場合があります。
　　　必ず、電子式（圧電式）でないライターや
　　　マッチを準備願います。
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ギガパワーツーバーナースタンダード
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●材　質／ステンレス、アルミアルマイト
　　　　　加工、ブラス
●サイズ／収納時：500×110×360mm、風防
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白地／金帯 金地

白地／銀帯 銀地

GP-500S、またはGP-500SRを使用して
ください。
この専用容器以外は使用しないで
ください。

  指定専用容器
（GP-500S、GP-500SR）
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白地／金帯 金地

白地／銀帯 銀地

GP-500S、またはGP-500SRを使用して
ください。
この専用容器以外は使用しないで
ください。

  指定専用容器
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GP-500S、またはGP-500SRを使用して
ください。
この専用容器以外は使用しないで
ください。

白地／金帯 金地

白地／銀帯 銀地


