ご使用上の注意
永く安全にお使い頂くため、最初に必ずご一読ください
初めてご使用になる前に
●台所用の中性洗剤をつけた柔らかいスポンジで洗浄した後、よく乾いた布などでお拭き下さい。
ご使用中の禁止事項
●本製品は食器です。本来の目的以外での使用はお止めください。
●電子レンジ、オーブンレンジ等の電気調理器具、食洗機・乾燥機は使用しないでください。
●火にかけたり、熱いものを入れてのご使用は絶対にお止め下さい。やけどの危険がございます。
●飲食物の保存には使用しないでください。
製品・飲食物の傷みの原因となりますので、中身が入ったまま放置するのはお止め下さい。
●漂白剤やシンナーは使用しないでください。
●冷凍庫には保管しないで下さい。
●強い衝撃は、変形や破損の原因となります。
安全のため、破損が生じた場合は直ちにご使用をお止めください。
製品の変質について
●表面に緑青 (ろくしょう) と呼ばれる青サビが発生する場合がございます。
人体に無害ですのでご使用に差支えございません。
●醤油、酢、レモンなどの強い酸に触れると、変色・色落ちの原因となります。
●ご使用の間に変色やメッキのはがれが発生する場合がございます。
そのままお使い頂けますので、経年変化をお楽しみ下さい。
お手入れについて
●毎回の洗浄後には、すぐに水気を拭き取ることで変色やサビを防げます。
●本製品は傷付きやすい素材でできています。積み重ねての保管、研磨剤・たわし等のご使用はお控え下さい。
●長期保管される際はぬるま湯で仕上げ洗いをして水気を十分拭き、新聞紙等で包んだ後
湿気の少ない場所に保管してください。
お問い合わせについて
●商品等についてご不明な点は、ご気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社 西井製作所
〒736-0055 広島県安芸郡海田町南明神町 1 番 17 号
TEL: 082-821-0241（代） Fax: 082-821-0241
U R L:

http://www.hiroshima-nishii.co.jp

メール: nishii@hiroshima-nishii.co.jp
受 付: 8:20 ～ 17:30（土日・祝日を除く）

製品／ 食器

素材／ 銅 (模様付き製品の模様部分：クロムメッキ)

表面加工／ 内面：錫メッキ

外面：硫化仕上げ (クリアコーティング)

Instructions for use
For your continued enjoyment of our products, please read the instructions before using.
Before the first time use and after every time use
●Wash this product with a sponge and dish detergent, and dry it with a soft dry cloth.
Prohibitions during use
●This product is tableware. Use only for intended purpose.
●Do NOT use this product in a microwave oven or a toaster oven, or wash in a dish washer.
●Do NOT heat this product over a fire or a stove, or use it with hot liquids or food. There is a risk of burns.
●Do NOT use this product for food or liquid storage or leave it with food or liquid in it.
There is a risk for both this product and liquid/food getting damaged.
●Do NOT use dish bleach or thinner for cleaning this product.
●Do NOT put in the freezer this product.
●Do NOT apply excessive force to avoid breakage or deformation of this product.
For safety reasons, discontinue use in case it is broken or deformed.
Alteration of this product
●Copper rust or green rust may occur on the surface of this product.
This rust is harmless to humans, so this product can be used continuously.
●Handle this product carefully when using strong acid like soy-sauce, vinegar, or lemon,
which may cause it to get discolored or color-faded.
●Tin may come off and the color may vary while using this product.
It can be used as is and enjoyed as it varies over time.
Cares
●Staining can be prevented by wiping it dry immediately after washing.
●This product is made of a delicate and sensitive material.
Do NOT stack this product vertically with others, or use scrub brushes or a gritty cleanser.
●Before long-term storage, wash this product with warm water and dry it well,
then store it in a dry place after covering it with newspapers.
Contact Us
●Please feel free to contact us with any questions you may have about our products.

Nishii Mfg. Co., Ltd
1-17 Minami myojin-machi Kaita-cho, Aki-gun Hiroshima 736-0055 Japan
Phone:
URL:

81-82-821-0241

Fax:

81-82-821-0241

http://www.hiroshima-nishii.co.jp

E-mail: nishii@hiroshima-nishii.co.jp

Open: From 8:20 to 17:30（Closed on weekends and National holidays）
Product／ tableware

Material／ Copper (Patterned area: Chrome Plating)

Surface Treatment／ Inside：Tin Plating

Outside： Sulfide Finish (Clear Coating)

