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このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために本取扱説明書を必ずお読みになり、

内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。説明内容で理解でき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、お客様相談窓ロへお問い合わせください。(お問い合わせ詳細 P.03)

❹五徳　×４本❷サイドプレート ×２枚❶ウィングプレート ×２枚 ❸底板　×１枚

��セット内容・部品名称��

本製品は予告なく、外観および仕様(モデルチェンジ)、価格等を変更する場合があります。

※使用前には必ず不足している部品がないか確認してください。

取扱説明書-           -

①焚火台
(組立て手順P.04)

②焚火グリル
(組立て手順P.05)

③薪ストーブ
(組立て手順P.06)

⑥ウィンドシールド
(組立て手順P.10)

６通りの使用ができます

④ミニトライポッド
  　(三脚バージョン)
　　　　(組立て手順P.07)

⑤ミニトライポッド
  (四脚バージョン)
　　　(組立て手順P.08)
      (解体手順P.09)

❺スペーサー　×１枚
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取り扱い上のご注意　   ご使用前によくお読みいただき、予測されるけがや事故に注意し安全にご使用ください。！

警告！

注意　　　　誤った取り扱いをすると本体破損や物品破壊、負傷が発生する原因となる内容を示しています。　　！

  使用者および周りの人々へのけがや事故、財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を

  安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

　　●本製品の製造過程で細かなキズ等が付く場合があります。

　　　品質上は問題ありませんのでそのままご使用ください。

　　●本製品は材質の特性上、使用時に本体の変形やゆがみが起きる可能性がございます。

　　　使用後、本体が冷えて変形やゆがみは元に戻りますが、完全に戻らない可能性がございます。

　　●本製品は焚火台として設計されております。目的以外の用途では使用しないでください。

　　●小さなお子様だけのご使用は大変危倹ですので絶対に行わないでください。

　　●テント、タープ、屋内(換気の悪い所)では使用しないでください。火災・火傷・酸欠・

　　　一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。

　　●台風・暴風雨・落雷などの危険な状況下で使用しないでください。

　　●使用中は周囲の燃えやすい物(テント・タープ)、可燃物(プラスチック・紙等)、

　　　引火物(スプレー缶)を置いたり近づけないでください。火災や火傷の恐れがあります。

　　●ガソリン・灯油・アルコール等を燃料や着火剤として使用しないでください。

　　　火災や火傷の恐れがあります。

　　●本製品は使用中、使用後は本体・本体周辺部が大変高温になります。

　　　常に火を監視し、燃え移りの発生やお子様が近寄らないように注意してください。

　　●使用中に製品を移動させないでください。薪や炭、料理等が落下するおそれがあり、

　　　火災・火傷の原因にもなり大変危険です。

　　●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合は、

　　●使用中は緊急時の事故防止に素早く消火できるよう、近くに水または消火剤等を必ず常備してください。

　　●鍋などの重量物、または背の高い調理器具など不安定なものは載せないでください。

　　　転倒・落下事故の原因になります。

　　　ただちに使用を中止してください。

　　●使用中に本体の高さやトランスフォームする際は、

　　　必ず本体が冷めたことを確認してから本体の型を変更してください。

　　●組み立ては説明書をよく読み正しく行なってください。組み立てが不十分であると

　　　使用時に各パーツが外れ、やけど、火災のおそれがあります。

　　●燃料の取扱いには必ず火ばさみ等を使用してください。

　　●火気の使用や取扱いが禁止されている場所では、絶対に使用しないでください。

　　●使用後は必ず本体が自然に冷却するまで放置してください。高温の状態で水をかけるなど

　　　急速に冷却をした場合、本体が変形する恐れがあります。

　　●網上の炭や薪は、完全に燃え尽きたことを確認してから水をかける、または炭壺等にて

　　　消火してから廃棄してください。※所定のルールに従って安全に廃棄処理してください。

　　●設置する際は平らな場所を選んでください。不安定な場所では設置しないでください。

　　●製品を収納する際は、本体温度が完全に下がったことを確認してから収納してください。

　　●焚火台の組立や分解、着火、消火など取扱い時には必ず軍手や手袋を着用してください。

　　●本体の解体・撤去の際は、手や指を挟まないよう注意し、必ず両手で作業してください。

　　●五徳を組み合わせてトライポッドとしてご使用になる場合には、必ず別売りの吊り下げ金具などをご用意

　　　ください。直接、五徳にお鍋などを吊り下げると落下の危険性がございますのでご注意ください。

　　　※重たいものを吊り下げる場合は、四脚バージョンでのご使用をお勧めいたします。



  ❷サイドプレート

❶ウィングプレート【表】

折り返し無 折り返し有

    ❷サイドプレート

  ❶ウィングプレート【裏】

����メンテナンス方法����
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～製品サポートについて～　

●お客様相談窓口●
(受付時間のご確認をお願いいたします。)

　　受付時間：月曜日～金曜日 09:30～12：00
                          　 　/13：00～17：00
(※年末年始、お盆期間、土日祝、弊社休業日は除く。)

●サポートメールアドレス●

※メールでのお問い合わせは、誤解や伝達漏れがなくスムーズに

ご回答することができます。

●サポート電話番号●

06-6309-5557

support@syride.jp

　　　・使用後は本体に付いた油汚れや焦げ付き、塩分などは食器用洗剤(中性洗剤)できれいに落して、

　　　　水分をよく拭き取って完全に乾燥させてください。

　　　・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色の原因となるので使用しないでください。

　　　・本製品の保管は屋外や高温多湿を避け、

　　　・幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

　　　・本体を破棄の際は各地方自治体の指示に従って廃棄してください。

　　　　濡れたまま保管すると色移りやカビ、錆、腐食等の原因となります。

　　　　直射日光の当たらない風通しの良い場所もしくは乾燥した場所にて保管してください。

■サポートサービス保証について

・商品お買い上げ後、必ず各部品が不足していないかご確認お願います。

購入日から1週間を過ぎてからの各部品不足のご連絡は対応出来かねます。

・本製品を正しくご使用したにもかかわらず、万一故障した場合は、

SYRIDE(エスワイライド)サポート(お客様相談窓口)にお問い合わせください。

■サポートをお申しつけの際は次のことをお知らせください

※事前にご準備願います。

○ご住所、ご氏名、お電話番号

○商品名、型式

○不具合内容(できるだけ詳細を教えてください)

○ご購入日、ご購入店舗名(ショップ名、インターネットなど)

※どちらの向きでも

　　　　　　組立て可

※どちらの向きでも

　　　　　　組立て可



❶ウィングプレート

※どちらの向きでも可

❷サイドプレート

※どちらの向きでも可

・組立ての際は軍手を着用し、手や指を挟

まないよう注意し、必ず両手で作業してく

ださい。

・使用しない部品は、なくさないように

 まとめておいてください。

(部品がなくなりますと６通りの形状にでき

なくなります。)

 注 意
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！

❶ウィングプレート

※どちらの向きでも可

①焚火台　組立て手順

❸底板

❶と❷を組み立て、❸を底に入れる

❸の凸部分を

　　　❶の角穴(上側)に入れる

【１工程】

【２工程】

完 成



❹五徳

❷サイドプレートの溝に差し込む

(★五徳は３段階の高さに調整可能です)

❷サイドプレート

※どちらの向きでも可

❸底板

❶と❷を組み立て、❸を底に入れる

(❸の凸部分を❶の角穴(下側)に入れる)

❶ウィングプレート

※どちらの向きでも可
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❶ウィングプレート

※どちらの向きでも可

五徳高さ調整方法

矢印の方向に差し込み

　　　　溝に引っ掛ける

②焚火グリル　組立て手順

完 成

【１工程】

【２工程】



③薪ストーブ　組立て手順

❶ウィングプレート

※どちらの向きでも可

❷サイドプレート

※どちらの向きでも可

❹五徳(2本使用)

※矢印の方向に差し込み

　　　　溝に引っ掛ける

❸底板

❸を❹の上に乗せる
❶ウィングプレート

※どちらの向きでも可
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・使用しない部品は、なくさないように

 まとめておいてください。

(部品がなくなりますと６通りの形状にでき

なくなります。)

 注 意！

❹五徳

【１工程】

【２工程】

【３工程】【４工程】

完 成

※③薪ストーブの形状では、❸底板の凸部は

❶ウィングプレートの角穴には差し込まず、❹五徳の上に乗せる形状になります。
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波目を外側に 波目を外側に

❶ウィングプレート

※どちらの向きでも可

❶ウィングプレート

　※どちらの向きでも可

❸底板　

❶と❷を組み立て、❸を底に入れる

(❸の凸部分を❶の角穴(下側)に入れる)

❷サイドプレート

　※どちらの向きでも可

・使用しない部品は、なくさないように

 まとめておいてください。

(部品がなくなりますと６通りの形状にでき

なくなります。)

 注 意！
④ミニトライポッド　組立て手順
  (三脚バージョン)

１
２

３

【１工程】

【２工程】

【３工程】

完 成

組立てた三脚を

各部プレートの番号の位置に

　　差し込み固定する。(３箇所)

❹五徳２本を図のように重ねる

残りの１本の先端を

　　穴に差し込む

❹五徳(３本使用)で三脚を組み立てる

組立て拡大図
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⑤ミニトライポッド　組立て手順
  (四脚バージョン)

❺スペーサー

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

❷サイドプレート

❹五徳のＡを❷サイドプレートの溝に差し込む

Ｂの角穴に❺を通し、溝に引っ掛け固定する。

 （※必ずＡ→Ｂの順番で１本ずつ組立てる）

【１工程】 ①焚火台を組立てる

(組立て手順 P.04)

図のように❹五徳(２本)を

 ❷サイドプレートの溝に差し込む

❹五徳

❺スペーサー
❹五徳の角穴に差し込み、溝に引っ掛ける

(※スペーサーは図の向きになるように)

組立て拡大図

【２工程】

❷サイドプレート

【３工程】

完 成

上

下

上

下

❺スペーサー
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スペーサーを外す

五徳を解体する
　 (四脚バージョン)

　　部分の五徳(４本)とスペーサーを持ち、上に引き上げてください。

         　(★❹五徳を少し前後に揺らすと抜きやすいです)

　　　

この部分を両手で持ち

　左右に広げるとスペーサーを

　　　　スムーズに外せます

 注 意！

・解体の際は軍手を着用し、手や指を挟まないように注意し、

　必ず両手で作業してください。

・五徳を解体する際は１本ずつではなく、４本同時に抜いてください。

　部品が散り散りになりケガをする恐れがあります。

(小さなお子様の手の届く範囲では、解体作業を行わないようにしてください。

　ケガをする危険性がございます。十分にご注意ください。)

❺スペーサー

❹五徳

⑤ミニトライポッド　解体手順
  (四脚バージョン)

【１工程】

【２工程】
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⑥ウィンドシールド　組立て手順

❷サイドプレート

※どちらの向きでも可

❶ウィングプレート

　※どちらの向きでも可

・使用しない部品は、なくさないように

 まとめておいてください。

(部品がなくなりますと６通りの形状にでき

なくなります。)

 注 意！

【１工程】

完 成


