
N-070  フィールド着火剤取扱説明書 Ver 1.01

スペック / Specification
○ セット内容：着火剤x50、収納ケース
○ 材質：着火剤/パラフィンなど、ポリエチレン、収納ケース/スチール
○ 引火温度：65℃
○ 重量：着火剤/2.5g（一個あたり）、収納ケース/60g
○ サイズ：収納ケース/Φ90ｘ45（ｈ）mm

○ Contents : Firestarter x50, Storage Case
○ Material : Firestarter / Paraffin, etc., Polyethylene, Storage Case / Steel
○ flash temperature : 65 ° C （149F）
○ Weight : Firestarter / 2.5g (per piece), Storage Case / 60g (2.1ounce)
○ Size : Storage Case / Φ 90x45 (h) mm

保管上の注意

）いさだく用使ごに全安し避回を故事るれさ想予でん読くよに前用使ご（ 項事意注の上全安

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。

●直射日光を避け、炎天下の車中、ストーブの周辺等の高温になる場所、砂浜や河原の石の上、金属面や舗装路面上では使用および放置・保管し
ないでください。 ●お子様の手の届かない所に保管してください。 ●本製品を衣類のポケットに入れたままにしないでください。暖を取るなどの際に本
製品が加熱され、予期せず火が付く恐れがあります。着火剤を収納ケースに入れた状態でも同様です。 ●本製品は薪や炭の着火用です。それ以外の
用途には使用しないでください。 ●着火剤を使用中はそばから離れたり、目を離さないでください。 ●炎の上から本製品を追加したり、投げ入れないでく
ださい。容易に火が付くため、思わぬ事故の原因となります。 ●トーチなどの燃焼機器やランタンと併用しないでください。

●本製品を廃棄する場合は、地方自治体
の指示に従って処分してください。 ●本製
品を雨中に放置したり、湿気の多い所に
保管すると、製品に水分を浸透され、着火
性を弱まる可能性があります。保管の際は
高温多湿な場所を避け通気性の良い場
所に保管してください。 ●収納ケースはス
チール（スズメッキ）を使用しているため、傷
つくと錆びが発生する可能性があります。

応急処置

●誤って飲み込んだ場合は、水で口を漱
いでから、牛乳または水を飲み、医師の診
察を受けてください。飲んだ物を無理に吐
き出そうとしないでください。嘔吐物が気管
に入る恐れがあり、かえって危険です。 ●
目に入った場合は、水で十分に洗い流し、
異常が感じられた場合は早急に医者の診
察を受けてください。 ●皮膚についた場合
は、水で十分に洗い流してください。

使用方法

　警告：使用する前に、必ず周辺に燃える物がないこと、安全で
あることを十分に確認した上で使用してください。

●着火剤を1～2個を取り出し、薪や炭の
そばに置いて、マッチや着火専用のライ
ターなどで安全に点火してください。着
火剤に薪や炭をのせる場合は、火付き
を良くするために隙間を空けてください。
※3個以上同時に使用しないでください。
炎が大きくなり、大変危険です。

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。

●本製品は食べられません。食品やペットのエサなどと一緒に保管しないでください。 ●火がついた着火剤を、焚火台やバーベキューコンロから外へ移動さ
せないでください。 ●着火剤から出る煙を吸い込まないようにご注意ください。 ●着火剤に火がついている間はその火で調理や加熱をしないでください。 ●
製品に強い衝撃を加えないでください。製品の中身が飛散する恐れがあります。 ●テント内などでの閉めきった空間でのご使用はおやめください。

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。

●1回の使用限度数量は2個までです。 ●他の着火剤との併用はおやめください。 ●卓上料理の燃料としてのご使用はおやめください。 ●本製品を
切る、砕くなどの行為はおやめください。 ●焚火に使用する際は使用する焚火台の取扱説明書をよく読んで使用してください●付属の収納ケースには
着火剤を10個まで収納することができます。10個を超す数の着火剤を入れないでください。無理やり入れるとケースの変形や、着火剤が破れる恐れが
あります。 ●航空機内に持ち込めません。 ●付属の収納ケースはフィールド着火剤専用です。他の用途には使用しないでください。
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Storage precautions

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

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

● Avoid direct sunlight, and do not use, leave, or store the product in a car under the blazing sun, in areas with high temperatures such as near a 
heater, on sand or riverbed stones, or metal or paved surfaces. ● Please keep this product out of the reach of children. ● Do not leave this product 
in the pocket of your clothing. The product may be hot after use and could catch fire unexpectedly. Do not leave it in your pocket, even when it is 
put in the storage case. ● This product is for igniting firewood and charcoal. Do not use it for other purposes. ● While using the firestarter, please 
do not leave your surroundings afterward. Always keep your eyes on the product and the fire.  ● Do not add or throw the product over a flame. It 
can easily catch fire and cause unexpected accidents. ● Do not use this product with other combustion equipment such as torches or lanterns.

● When disposing of this product, 
please follow the instructions of the 
local government. ● If the product is left 
in the rain or stored in a humid place, 
moisture may penetrate the product and 
make it less flammable. Please store in 
a well-ventilated area away from high 
temperatures and humidity. ● Since the 
storage case is made of tin-plated steel, 
it may rust if it is damaged.

First aid

● If accidentally swallowed, rinse your 
mouth with water, drink milk or water, 
and go to see a doctor. Please do not 
try to forcibly vomit out the product or 
water, as vomit may enter the trachea, 
which is dangerous. ● In case of contact 
with eyes, rinse well with water. If you 
feel or notice any abnormalities, please 
consult a doctor immediately. ● If this 
product comes into contact with your 
skin, rinse thoroughly with water.

How to use

　Warning Before using this product, make sure that 
there is no combustible material nearby and that it is 
safe to start a fire.

● Take out 1 or 2 pieces of firestarter, place 
it near firewood or charcoal, and safely 
ignite it with a match or lighter. When you 
put firewood or charcoal on the igniter, 
please allow space for airflow to start the 
fire. * Do not use more than three pieces of 
firestarter at the same time. The flame will 
get bigger, and it is very dangerous.

WARNING / Misuse could result in serious injury or death to the user.

● This product cannot be eaten. Do not store this product with food or pet food. ●Do not move the ignited firestarter out of the bonfire or barbecue 
stove. ● Please be careful not to inhale the smoke from the firestarter. ● You should not attempt to heat or cook food with the firestarter.● Avoid sudden 
impacts or jolts to this product, as the contents may break into pieces. ● Please do not use this product in a closed space, such as inside a tent.

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

● You can use up to 2 pieces of firestarter at the same time. ● Do not use this product together with other kinds of firestarters. ● Do not use 
this product as fuel for tabletop dishes. ● Please do not cut or crush this product. ● When using for a bonfire, please read the instruction 
manual of the fireplace carefully before use. ● The attached storage case can store up to 10 pieces of firestarter. Do not use the case for 
more than ten pieces of firestarters. If you force additional pieces in, the case may be deformed, or the firestarter may break. ● Do not bring 
this product on an aircraft.  ● The attached storage case is only for the Field Firestarter. Please do not use it for other purposes.
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