
6号帆布を使用した焚火台 LL専用の収納ケースです。

焚火台LLをオプション製品と一緒に収納することができます。

Use this canvas case to store and carry
the Pack and Carry Fireplace XL and accessories.

焚火台 LL
コンプリート収納ケース
Pack and Carry Fireplace XL
Complete Carrying Case

ST-034BR

品質保証について / Regarding Warranty

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
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.

メンテナンス方法 / Maintenance method

●軽い汚れや水分が本体に付着した場合は速やかに乾いた布で拭き取り、よく乾燥させてください。
●塩分、調味料やその他薬品などが付着した場合は固く絞った布でよく拭き取り、十分に乾燥させてく
ださい。●使用後、保管する際には直射日光を避け、風通しの良い場所で保管してください。
●If light dirt or moisture accumulates on the product, wipe it off with a dry cloth, then dry well. 
●If salt, seasonings, or other chemicals accumulate on the product, please wipe it off with a 
tightly wrung cloth and dry it thoroughly. ●After use, please store it in a well-ventilated area 
away from direct sunlight.

MADE IN CHINA袋



焚火台の脚がケー
スから出ている側の
ベルクロテープは、
脚の内側から四角
いリングに通して閉
じてください。

●材質：綿帆布（6号・パラフィン・PU加工）、アクリルテープ（中芯：PP）、ナイロンメッシュ　
●サイズ：740×60×660mm　●重量：1.1kｇ

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。

スペック

●Materials: Cotton Canvas (No. 6 / Paraffin / PU Finish), Acrylic Tape (Core : PP), Nylon Mesh 
●Size: 740 x 60 x 660 mm (29.1” x 2.4” x 26.0”) ●Weight: 1.1 kg (2.4lbs)

Specifications

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。警告
●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。●小さなお子様やペットが入らないようにしてください。思わぬ事故の原因となります。

ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。注意
●長期間にわたる保管をした場合、収納していた焚火台LLや焚火台LLオプション品に異常がないこと
を、使用前に確認してください。●本製品は焚火台LL及びオプション製品の保管以外の用途には使用
しないでください。●本製品は水濡れ、汗などによりほかのものへ色移りすることがあります。取り扱いに
は十分にご注意ください。●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。●本製品に入りきらない
量の物を無理やり収納しないでください。思わぬ事故の原因となります。●収納する製品がさびている場
合、本製品や同梱品がさびで汚れてしまうことがあります。さびが発生している製品を収納する際は、十
分さびを取り除いてから収納してください。●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。●本製品に角や先端の鋭いものを入れないでください。生地の破れや穴あきの
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。火気には近付けないでください。●本
製品は防水仕様ではありません。●洗濯機や乾燥機のご使用はできません。生地の色落ちや縮みの原
因になります。●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。 ●本製品を使用する場合
、必ず1人で持つようにしてください。2人で片側ずつのハンドルを持つ場合、外側にハンドルが引っ張ら
れて製品が破損し、怪我につながる恐れがあります。●本製品に焚火台オプションを入れると重たくなり
ますので持ち運ぶ際は周囲に気を配り、落さないようにご注意ください。製品破損や怪我の原因となりま
す。●中身を入れた状態で引きずらないでください。生地の破れ等の破損につながります。

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

WARNING / Improper use may result in death or severe injury.
●Before using this product, check each part to ensure there are no abnormalities. If there are 
abnormalities, immediately stop use and contact the dealer where you purchased the 
product or Snow Peak Customer Service for inspection or repair.●Do not let small children 
or pets enter into the product. It may cause an unexpected accident.

CAUTION / Misuse could result in injury to the user and/or property damage
●If you use this product to store the Pack and Carry Fireplace XL or other items for extended 
periods, please check to ensure there are no abnormalities before use. ●Do not use this 
product for anything other than storage for the Pack and Carry Fireplace XL and its accesso-
ry products. ●The color of this product may transfer to other objects if exposed to water or 
sweat. Please handle with care. ●This product will fade due to UV rays, friction, water, etc. 
Please note that leaving the product outdoors or in direct sunlight for extended periods may 
cause the fabric to fade or deteriorate. ●Do not forcibly store items that cannot fit inside the 
product; this may cause an unexpected accident. ●If this product is used to store rusty items, 
the product may be contaminated by rust. Additionally, other items in the bag may also be 
contaminated by rust. Remove rust before storing items in this product. ●The surface of the 
fabric is processed with paraffin, and chalk marks or whitening will occur. ●Do not use this 
product to store objects with sharp corners that may cause holes or tears in the fabric. ●This 
product is not made of flame-retardant material. Keep it away from fire. ●This product is not 
waterproof. ●This product cannot be used in a washing machine or dryer, as the fabric will 
fade and shrink. ●The fabric of this product will soften with repeated use. ●When using this 
product, make sure only one person holds it. If two people hold the handles on each side, the 
handles will stretch outwards, and the product will be damaged. Improper carrying may lead 
to injury. ●The product will be heavy if you add the accessories, avoid dropping it to prevent 
damage or injury. ●Dragging this product with contents inside can damage or tear the fabric. 

①焚火台LLやオプション製品を収納したら中の物が外に出な
いよう、ベルクロテープで収納ケースの口を必ず閉じます。
②2本の肩掛け用ベルトを束ねて持ち運びます。肩掛け用ベル
トを肩にかけるときにはハンドルをつかんでください。
※持ちあげる際に片側のベルト、ハンドルを製品外側にひっ
ぱらないでください。ベルトもしくはハンドルが破損する恐れ
があります。

使用方法各部名称

How to use

取扱説明書 : Ver 1.20

Instruction Manual : Ver 1.20

※収納する物が充分に冷めていることを確認し、汚れやさびを
充分に落とし、乾燥させてから収納してください。

肩掛け用
ベルト

ハンドル

メッシュポケット

The Velcro Tape on the side 
where the legs of the 
Fireplace coming out of the 
case should be closed by 
passing it through a square 
ring from the inside of the legs.

1) When storing the Pack and Carry Fireplace XL and its 
accessories, secure the items by always closing the 
storage case's opening using the Velcro Tape. 
2) Bundle the two shoulder straps together for proper 
carrying. Please hold the handle when placing the 
shoulder belt on your shoulder.
*Pulling the belt or handle straight out when lifting may 
cause damage.

Name of each part

*Ensure the items being stored are cool, remove dirt and 
rust, and dry completely before storing. 

Shoulder
strap

Handle

Mesh pocket


