
フローガ専用の帆布製の丈夫な収納ケースです。

Use this durable canvas case to carry and store
the Fireplace Wall Floga L. 

フローガ L 収納ケース
Fireplace Wall Floga L Carry Case

UG-524
MADE IN CHINA袋

スペック / Specifications

●材質：綿帆布（6号・パラフィン加工）、アクリルテープ（中芯:PP）
●サイズ：230×410×190（h）mm
●重量：400g

●Materials: Cotton Canvas (No. 6, Paraffin Finish), Acrylic Tape (Core: PP)
● Size: 230 x 410 x 190 (h) mm (9.1” x 16.1” x 7.5 h”)
●Weight: 400g (14.1 oz)



メンテナンス方法

品質保証について

修理について

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。

●ご使用後は良く陰干しをして、直射日光を避け、風通しの良い場所で保管してください。 
●お手入れの際には水や中性洗剤を使い、固く絞った布で拭きとってください。
●シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は色落ち、変色などの原因となります のでおやめください。

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

●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。

Warranty

Repair

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.

●For repairs, please contact the retailer where you purchased the product or Snow Peak user 
service. ●When you ask for repair, please make sure that the product is dry and clean. ●Please 
attach a memo or some kind of tag indicating the needed repair and also please write details of 
when and how the damage occurred. ●Shipping cost and repair fee for the repair as follows. 
1. Within warranty: Return shipping cost and repair fee will be covered by Snow Peak / 2. Outside 
warranty: Return shipping cost and repair fee will be covered by the user. 

UG-524  フローガ L 収納ケース 取扱説明書 : Ver 1.00

Maintenance

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

●After use, please this product dry in the shade and store in a well-ventilated area away from direct 
sunlight. ●When cleaning this product, use water or mild detergent and wipe with a dry cloth. ●Do 
not use organic solvents such as thinner or benzine, as this may cause color loss or discoloration.

Fireplace Wall Floga L Carry Case Instruction Manual : Ver 1.00

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。

●本製品を使用する前に、ST-032FW（フローガL）の取扱説明書をよく読んでください。特にフローガL
が冷め切らない状態での収納はしないでください。火事の原因となります。

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。

●本製品は水濡れ、汗などにより他の物へ色移りすることがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
●本製品は紫外線、摩擦、水濡れなどにより退色します。長時間にわたる直射日光、屋外放置は生地の
退色や劣化の原因となりますのでご注意ください。 ●生地表面はパラフィン加工を行っているためチョー
クマーク（白化）が発生します。 ●本製品は布製品です。角や先端の鋭いものは入れないでください。破れ
や穴あきの原因になります。 ●本製品の素材は難燃性素材ではありませんので火気には近づけないでく
ださい。 ●本製品は防水仕様ではありません。 ●洗濯機、乾燥機のご使用をお止めください。生地の色
落ち、縮みの原因になります。 ●ご使用後は直射日光を避けて風通しの良い場所に保管してください。 
●本製品は使用を重ねますと徐々に生地が柔らかくなります。 ●中身を入れた状態で引きずらないでくだ
さい。生地の破れなどの破損に繋がります。 ●本製品は安全のため6kgを超える重量のものは収納運搬
しないでください。（6kg以内でも安全に持てる範囲でご使用ください。）

DANGER / Misuse could easily result in a serious accident or death.

●Please carefully read the instruction manual of the Fireplace Wall Floga L (ST-032FW) before 
using this product. Most importantly, please do not store the Fireplace Wall Floga L in the 
Fireplace Wall Floga L Carry Case while it is still hot, as it may cause a fire.

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

●The color of this product may transfer to other items if exposed to water or sweat. Please handle 
with care. ●This product will fade over time due to UV rays, friction, water, etc. Please note that 
leaving the product outdoors or under direct sunlight for extended periods may cause the fabric to 
fade or deteriorate. ●The surface of the fabric is processed with paraffin, so chalk marks or whitening 
will occur. ●This product is made of fabric. Do not use it to store items with sharp edges or points, as 
this may cause tearing or perforation. ●This product's material is not flame retardant, so please do 
not put it near a fire. ●This product is not waterproof. ●Please do not put this product in a washing 
machine or dryer, as the fabric may lose its color and shrink. ●After use, please store this product 
in a well-ventilated area away from direct sunlight. ●If you use this product repeatedly, the fabric will 
gradually soften. ●Do not drag this product when it has contents inside. Doing so will damage or tear 
the fabric. ●To ensure safety and proper function, do not use this product to store or transport items 
heavier than 6 kg(13.2lb). In addition to staying within the recommended weight limits, please use 
caution when carrying the bag. 


