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使用上のご注意 Caution

使用上のご注意 Caution

●用途以外でのご使用はおやめください。●火のそばや高温になる所
に置かないでください。●直射日光の当たる場所には保管しないで
ください。変色の原因になります。●刃物や先の尖った物が触れると
容易に傷がつきますのでご注意ください。●濃い色素のものが付着す
ると変色することがありますが、使用上には差し支えがありません。
●使用初期はシリコーン特有の臭いがありますが徐々になくなります。
●変形や破損した場合直ちに使用を中止してください。●小さなお
子様の手の届かない所に保管してください。●Do not use this
product for anything other than its intended purpose.●Do not set
near open ﬂames or high heat sources .●Do not leave in direct
sunlight. Doing so may result in color change. ●Do not use sharp
or pointed objects on this product, as it will scratch easily.●Darkcolored items may stain this product; however, such staining will
have no impact on functionality.●The product may have a strong
silicone odor at ﬁrst. The odor will gradually fade. ●Cease use
immediately if the product becomes warped or damaged.
●Do not leave within reach of small children.

お手入れ Maintenance

●埃やゴミが付着した場合には、柔らかい布に水を含ませて固く絞り
拭き取ってください。●こびりついた汚れの場合には、｢水に薄めた中性
洗剤｣を使用し、汚れた部分を軽く拭き取ってください。●たわしや研磨
剤入りの洗剤などは使用しないでください。傷がつく恐れがあります。
●To remove dust and dirt, wipe with a slightly damp cloth.
●To remove sticky dirt, wipe gently using a cloth that
has been dampened with a water-diluted neutral detergent.
●Do not use plastic scrub brushes or abrasives to clean
this product. Doing so may result in scratches.
■サイズ Size ：ケース 約 幅55 奥行15 高さ33㎜
：Case Approx. 2.2 wide x 0.6 long x 1.3in high
：ベルト 約 直径40 ㎜(組立サイズ）
：Belt： Approx. 1.6in diameter (Assembled size)
■質 量 Weight ：約 12g Approximately 0.03lb
■材 質 Materials ：ケース:シリコーンゴム／ベルト:ポリ塩化ビニル
：Case:Silicone rubber／Belt:Polyvinyl chloride
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【原寸 (100％)】
※1) 背景はイメージです。
実際は紙の色になります。
※2) タイトル内文字は抜き文字 ( 紙色 )
になります。
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