取扱説明書 ： Ver 1.00

FP-111R / FP-118R / FP-138R

ソフトクーラー11 / 18 / 38
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、折りたたみ式の簡易保冷容器です。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。

セット内容（各部の名称）
ショルダーベルト

スペック
●材

持ち手①

持ち手②

ファスナー
１１・１８L

取扱説明書
（本書）

38L

質：外側/PVC＋ポリエステル、断熱材/発泡ポリエチレン＋ミラー加工、
内側/PVCシート、
その他/ポリプロピレン、樹脂、
スチール
●本体サイズ：FP-111R：230×220×315mm、収納時：360×310×120mm
FP-118R：345×245×230mm、収納時：500×270×120mm
FP-138R：505×305×310mm、収納時：510×335×155mm
●重
量：FP-111R：650g
FP-118R：800g
FP-138R：1,700g

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。
危険 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。
●小さいお子様が製品を頭からかぶったり、
製品本体に入らないようにしてください。窒息や思わぬ事故の原因となります。●乳幼児の手の届かないところで使用してください。思わぬ事故
の原因となります。●ペットが入らないようにしてください。窒息や思わぬ事故の原因となります。

警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷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。●ビンなど割れやすいものを入れる場合は十分にご注意ください。製品内部でビンが割れると、
同梱しているものや製品本体にガラスが刺さり、
大変危険です。●本製品内に重たいものを入れすぎないでください。持ち上げて運搬する際に転倒する恐れがあります。

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。
●はじめてご使用になる際は中性洗剤で洗ってください。●本製品に先端がとがった硬いものを入れないでください。本製品に穴が開く原因となります。●火の近くで放置しないでくださ
い。
また本製品に熱したものを入れないでください。本体破損の原因となります。●重いものを入れすぎると、
変形破損する恐れがあります。入れすぎにはご注意ください。●本製品は簡易
保冷容器です。本製品の中に長期間にわたって食品や飲料を保管しないでください。●本製品は保温容器ではありませんので、
温かいものを入れないでください。●ドライアイスは使用し
ないでください。生地の劣化や破損の原因となります。●車中等高温になる場所に放置しないでください。高温になり製品劣化や破損の原因となります。●濡れた状態で使用すると色移
りする恐れがあります。●水を入れて運搬しないでください。使用状況によっては縫製部位より漏れる恐れがあります。●食べ物や飲料が製品に付着すると、
色移りする恐れがあります。

使用方法
①製品を組み立て、
ファスナーを開けます。

③ファスナーを閉じ、運搬します。
無理な閉じ方は製品破損につ
ながりますので容量に余裕を
もってご使用ください。
※）
11/18Lのみ：
ショルダーベルトを肩にかけて
持ち運びしてください。

②保冷したいものを入れます。
（このとき、
保冷剤を一緒に入れると効果的です）

※）
38Lのみ：
持ち手①を束ねて、
ベルクロで固定し、
束ねた取っ手をつかみ、
持ち運びします。重量が大きい時は、
２つの持ち手②を２人で持
つと安定して持ち運びができます。
持ち手①

④使用後はファスナーを開け、
製品を折りたたむことが
できます。
手順①と逆の手順で行ってください。

【内容量の目安】
FP-111R：1.5Lタイプのペットボトルが4本収納できます。
FP-118R：550mlタイプのペットボトルが15本収納できます。
FP-138R：1.5Lタイプのペットボトルが18本収納できます。

持ち手②

メンテナンスについて
●長期間ご使用しなかった製品を再度お使いになる際は点検を行ったうえでご使用ください。●使用後は中性洗剤でスポンジの柔らかい面を使用して洗ってください。
その後、
水分をふき取り、
高温を避け、
日のあたらない涼しいところで乾燥させてください。●濡れた状態で保管しないでください。
カビや経年劣化を早める原因となります。●金属製のタワシなど、
硬いもので擦らないでくだ
さい。

品質保証について
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

修理について
●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。 ●修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付
けてください。
また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。 ●修理品の運賃並びに修理費については以下のように規
定させていただきます。 1.保証対象の場合：往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。 2.保証対象以外の場合：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。
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Soft Cooler 11 / 18 / 38

Thank you very much for purchasing a Snow Peak product. This product is a simple soft-sided cooler. To use this product safely and correctly, please read these instructions carefully. 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 if you find a defect with the product, stop use immediately and contact the dealers where you purchased the product or Snow Peak Customer Service.

Set Contents (Name of the Parts)
Shoulder Strap

Handle①

Handle②

Zippers
11(2.9 gal),18L(4.7 gal)

Specifications

38L (10 gal)

Instruction
Manual
(This Manual)

Material:Outside : PVC + Polyester
Insulation : Polyethylene Foam + Mirrored
Inside : PVC sheet / Other : polypropylene, resin, steel
Body Size:FP-111R:230×220×315mm、(9.1"×8.7"×12.4") stowed:360×310×120mm (14.2"×12.2"×4.7")
FP-118R:345×245×230mm、(13.6"×9.6"×9.1") stowed:500×270×120mm (19.7."×10.6"×4.7")
FP-138R:505×305×310mm、(19.9"×12.0"×12.2") stowed:510×335×155mm (20.1"×13.2"×6.1")
W e i g h t:FP-111R:650g（22.9oz）
FP-118R:800g（28.2oz）
FP-138R:1,700g（60.0oz）

Before use: please read thoroughly to ensure safety and avoid accidents.
DANGER / Misuse could easily result in a serious accident or death.

● Please do not let small children put the product over their heads or attempt to climb inside. Doing so may cause suffocation and unexpected accidents.● Please
use this product out of the reach of children to avoid accidents.● Please do not allow pets to climb into this product, doing so may cause suffocation.

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

● Before use, check the product to ensure there are no abnormalities. If any abnormalities are found, immediately stop using the product, then contact the dealer
where the product was purchased or Snow Peak Customer Service for inspection or repair.● Use caution when storing breakable or glass items in this product. If a
glass bottle breaks inside the product, it is very dangerous because the glass will stick to other items or the product itself.● Do not put too many heavy objects in this
product. This increases the risk of a fall or accident when carrying the product.

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

● Wash with a mild detergent before using this product for the first time.● Do not store anything hard with a sharp tip in this product, as holes may form. ● Do not
leave this product near a fire. Additionally, do not store hot food or drinks in this product, as they may cause damage.● If you put too many heavy items in the container, it may be deformed and damaged. Please be mindful of the weight.● This product is a simple soft-sided cooler. Do not store food or drinks in this product for long
periods.● This product is not a thermal container, so please do not store warm items in it.● Do not use dry ice in this product as it may cause the fabric to deteriorate
or break.● Do not leave the product in a car or other places subject to high temperatures. High temperature may cause deterioration or damage.● If the product is
used in a wet area or is left wet for long periods, there is a risk of color staining.● Do not use this product to carry water. It may leak from the seams.● If food or drink
adheres to the inside of the product, there is a risk of color staining.

How to use
①Assemble the product and open the zipper.

③Close the zipper and
transport. The product may
be damaged if it is closed
forcefully, so please only
use it within the recommended capacity.
* 11L (2.9 gals),18L (4.7 gals)
only: Carry the product by
using the shoulder strap.

②Place something that needs to be kept cool into
the container, then add ice or a refrigerant.

* 38L (10 gals) only: Bundle the handle ① and secure it
with Velcro. When the weight is significant, it can be
carried stably by two people, each holding a handle ②.
Handle①

Handle②

④After use, open the zipper and fold down the
cooler for compact storage.

【Standard content】
FP-111R：Approx. 2.4 gal.
FP-118R：Approx. 3.2 gal.
FP-138R：Approx. 8.8 gal.

Maintenance

●If this product has not been used for a long period, please check each part for abnormalities before using it again. ●After use, wash with a mild detergent with soft sponge.
Remove moisture with a cloth, and then dry in a cool place away from high temperature and sunlight. ●Do not store in wet condition. It may cause mold and aging deterioration. ● Do not rub with abrasive objects such as metal scrubbing brush.

Warranty
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.

Regarding Repair
●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.
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