
ロゴの向き確認

スペック

Take! チェア ロング 
LV-086

取扱説明書 ： Ver 1.11

セット内容（各部の名称）

●材 質：本体フレーム/竹集成材、アルミニウム合金、ステンレス
 座布/綿帆布
 肘掛け/綿、ポリエステル
●サ イ ズ：595×800×950（h）mm
●収納サイズ：100×150×1,280mm
●重 量：3.5ｋｇ

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。この製品は、折り畳み可能な椅子です。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。

MADE IN CHINA

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。
●お子様を座らせるときは、必ず大人の監視のもとで使用してください。思わぬ事故やけがの発生の恐れがあります。●ペットや乳幼児を座らせないでください。

警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

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。

●地盤のしっかりした平坦な場所を選び、凹凸のある場所や傾斜地では使用しないでください。●床面やフローリングや畳などの上で使用する場合は床を傷つけてしまう場合がありますの
で必ず敷物を併用してください。●脚の開閉時、竹フレームに指や衣類を挟まないよう注意して、ゆっくりと開閉を行ってください。●本製品は常設用ではありません。また、常時重量物を置
くような環境では竹フレームが変形する原因となります。●本製品の竹フレームをぶつけるなどして塗膜が損傷すると、湿気を吸収しやすくなり染みや変色、反りの原因になることがありま
す。●本製品の竹フレームは天然の竹を加工、集成したものです。色の濃淡や風合いは個々の特性です。天然の色や風合いをお楽しみください。●本製品はご使用状況や保管状況によ
り、竹フレームに反りやゆがみ、割れが発生することがあります。特に暖房の熱が直接伝わる場所、長時間直射日光に当たる場所、夏場の車内での使用や保管はしないでください。

●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。●浅く腰かけたり、肘掛から身体を乗り出すなど無理な体勢で使用しないでください。●必ず正面を向いて着座し、横座りや肘掛への着座はしな
いでください。●本製品の上に立つなど、座る以外の目的で使用しないでください。●無理な衝撃がかかるような座り方や、激しくゆするなどしないでください。変形や破損の原因となります。
●焚き火や燃焼器、ランタン等の高温の物のそばで使用しないでください。椅子の変形、火災の原因となります。●座布の生地は難燃性ではありません。火気に近づけないでください。●
絶対に改造は行わないでください。機能を損なったり、強度が低下します。改造製品については、アフターサービスを受けることができません。

取扱説明書（本書）ストラップベルト

【使用方法】
①脚を開きます。以下の点を確認して、正しく地面に設置してください。
　・Ｖ字の金具が前方にあること
　・V字の金具のロゴ向きが上向きになっていること
②フレームを少したたみ、背もたれ側から座布を取り付けます。座布
に取り付けてあるロゴが製品正面からみて右後ろになるようにセッ
トします。
　脚部の先端が座布の奥まで差し込まれていることを4か所とも確
認してください。

【ストラップベルトの取り付け方法】
①ベルトの端部の輪に、もう片方の端部を通して
大きな輪を作ります。
②ベルトの大きな輪を折りたたんだ椅子の背もた
れ側から通し、アルミフレームの上部で軽く締め
付けます。ベルトを締め付ける位置は椅子正面
の中央に合わせてください。
③もう一方の端部の輪をいちばん外側の竹フ
レームに通します。持ち運ぶ際は椅子の天地
がさかさまにならないように注意してください。

【折り畳み方法】
①対角線上に並ぶフレームの背部と前部を持ち、内側にフ
レームを閉じます。この時、フレームを閉じながら、座布の背
部と座面の中心の折り目が、前方でそろうように整えます。
※フレームを折りたたむ際には指を挟まないように注意し
て、ゆっくりと操作してください。

②折りたたんだ座布の背
部と座面を竹フレームと
アルミフレームの間に差
し込み、全体の形を整え
て折りたたみ完了です。

②①

本体（×１）

肘掛け 背もたれ

脚部

座面

XLV-081R-WH
（キャンバス（LV-081R）ショルダーベルト付き）

交換用座布の品番（名称）

使用方法 警告 フローリング等の脚の滑りやすい床面に本製品を直接設置しないでください。脚部に大きな負担がかかり、破損による
転倒の原因となります。着座する際、床面で脚が滑らないことを確認してご使用ください。

メンテナンスについて

●長期間使用しないで、再度ご使用になるときは、製品に異常がないか、あらかじめ確認してください。●竹フレームの汚れは薄めた中性洗剤を
浸した布で汚れを落とし、水を浸した布で洗剤をよく拭き取ってください。次に乾いた布で拭き取り、よく乾燥させてください。●座布の毎日のお手
入れは、ブラッシングや掃除機で折り目のほこりなどを取り除いてください。●座布が汚れた場合は家庭用洗濯機で洗い、自然乾燥させてくださ
い。●使用後、保管する際には直射日光を避け、風通しのいい場所で保管してください。●座布の過度な破損などにより、交換を希望される場
合は弊社オンラインストアよりお買い求めください。

お買い求めいただきました製品は万全を期してますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザーサービスまでご連絡くだ
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。その他の場合は適正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、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。1.取扱説明書
に従わなかったと判断した場合。 / 2.素材の経年劣化による製品の寿命。 / 3.改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。 / 4.不測の事故による製品の
故障。 / 5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障。 / 6.ゴミやサビによる故障。 / 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.消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。 / 10.他社製品との組合せによる故障。

品質保証について

●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。

修理について
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Specifications

Take! Bamboo Chair Long
LV-086

Instruction Manual : Ver 1.11

Set Contents (Name of the Parts)
●Materials : Leg/Bamboo, Aluminum, Stainless Steel,
                    Seat/Canvas, Armrest/Cotton, Polyester
●Size : 595(23.4”)×800(31.5”)×950(37.4”) (h) mm  
●Stowed : 100(3.9")×150(5.9”)×1280(50.4”) mm 
●Weight : 3.5 kg(7.7 lbs)

MADE IN CHINA

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

Thank you for purchasing this Snow Peak Product. This is a folding chair designed for use outdoors. Please read this instruction manual before using it and keep this 
instruction manual 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 using it 
immediately and contact the dealers where you purchased the product or Snow Peak Customer Service.

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

CAUTION / Misuse could result in injury to the user and/or damage to property.
●Place the chair on stable ground and not on a slope or uneven surfaces. ●Put cloth or felt on the bottom of the chair frame when using it on the floor, or lay down a 
Tatami to prevent damage to surfaces. ●Be careful not to pinch your fingers or clothing on the frames during set up, and always open and close the legs slowly. ●The 
product is not designed for permanent use. Also, if the chair is frequently used with heavy objects, the bamboo frame may be deformed. ●If the bamboo frame of this 
product is damaged or cracked, it will absorb moisture more easily, which may cause stains, discoloration, or deformation. ● The bamboo frame of this product is made 
by processing natural bamboo. The shade and texture of the bamboo are unique on every product. Please enjoy the natural color. ●The bamboo frame may warp, 
distort, or crack depending on the usage and storage conditions of this product. Do not use or store the product in a place where heat is directly transmitted, in an area 
exposed to direct sunlight for long periods, or in a car during the summer. 

●Children should only use this product with adult supervision. Failure to do so may result in an unexpected accident or injury. ●Do not allow pets or infants to sit on the chair.

[How to set up]
(1)Open the legs. Please check the following points to ensure 

proper installation on the ground. *The V-shaped metal 
fitting is in the front. *The logo on the V-shaped metal fitting 
should be facing upward.

(2)Fold the frame slightly and attach the seat fabric starting 
from the backrest side. Set the product so that the logo on 
the seat fabric is on the right of the backrest (when facing 
the product). Make sure the tips of the legs are fully inserted 
into the seat fabric in all four places.

[How to set up the shoulder strap]
(1)Pass one end of the belt through the loop 

at the end, forming a large loop.
(2)Pass the large loop of the belt through the 

back of the folded chair and lightly tighten 
it at the top of the aluminum frame. The 
belt should be tightened in the center of 
the front of the chair.

(3)Pass the other end of the loop through the 
outermost part of the bamboo frame. 
When carrying the chair, be careful not to 
turn it upside down.

[How to fold]
(1)Hold the back and front of the diagonal frame and 

close the frame inward. While closing the frame, 
make sure the back of the seat fabric and the 
center fold of the seat are aligned in front of you. 
*Fold the frame slowly and be careful not to pinch 
your fingers.

(2)Insert the folded back and 
the seat of the cloth fabric 
between the bamboo frame 
and the aluminum frame, 
adjust the overall shape and 
complete the folding.

(2)(1)
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Parts number for the replecement seat fabric

How to use WARNING

●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.

● When using a product that has been stored for a long time, please contact Snow Peak Customer Service for inspection. ●To clean the 
bamboo frame, use a cloth soaked in mild detergent to remove stains, then wipe off the detergent with a cloth soaked in water. Then, 
wipe with a cloth to dry. ●For daily care of the seat fabric, please brush or vacuum the folds to remove dust and other debris. ● If the seat 
fabric becomes dirty, wash it in a washing machine, then air dry. ●After use, store in a well-ventilated place, away from direct sunlight. ● 
If you would like to purchase a replacement due to excessive damage to the seat fabric, please purchase it from our online store.

Snow Peak guarantees its products against manufacturer defects. We have made every effort to ensure our products are free from any defects 
or flaws. In the rare event that you feel this product has a defect or needs repair, please contact Snow Peak customer service or go to your local 
Snow Peak dealer where you purchased this product. Snow Peak will not be able to replace this product in any damages occurred due to any 
of the following: 1. Damaged due to improper handling which is prohibited as shown in instructions. / 2. Material quality has changed due to the 
aging of the product. / 3. Damage by altering or careless handling. / 4. Products failure due to user accidents. / 5. Any damage except with product 
defect due to manufacturing. / 6. Damage by dirt and rust. / 7. Damage by dismantling. / 8. Deformation and failure of parts damaged by dropping 
or other similar incidents. / 9. Product failure due to wear and tear by the user. / 10. Damage caused by improper use with other products.

Warranty

Regarding Repair

Proper Maintenance

Using the chair on a slippery surface directly will cause stress and damage to the legs, potentially causing an accident. 
After placing the chair on the floor, move it back and forth lightly to make sure it does not slip before sitting down.

WARNING / Misuse could result in serious injury or death to the user.
●Before using the product, check each part for abnormalities. If there are abnormalities, take the product to the dealer or Snow Peak Customer Service for inspection 
or repair.●Do not sit on the chair in an irregular manner, such as sitting on the edge of the seat or leaning out from the armrest. ●Place the chair down properly and do 
not sit on the armrest section. ●Do not use this product for any purpose other than sitting. Do not stand on it. ●Do not sit down roughly and do not shake the chair. 
Doing so may warp or damage the chair. ●Be careful when using the chair around the fire or other heat sources like a camping stove or lantern. Excessive heat or 
sparks may deform the chair or cause a fire. ●The chair material is not fire-resistant. Use caution when sitting near an open flame. ●Do not make any adaptations to 
this product. Doing so may result in damage or poor performance. Repair services are not available for modified products.


