（販売予定）

実用新案登録済 第3230769号
商 標 登 録 済 第6546460号
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加熱補助装置

〈ワイド型・長方形石油ストーブ〉

〈標準型・長方形石油ストーブ〉

あるおばあちゃんの話
「災害時に電気もガスも使えなくなったら体も心も寒いじゃない。このセッ
トがあれば暖かいよ〜。暖も灯りも取れるし、暖か料理もできるわ。落下防止
にもなり安全にお湯も沸かせるの。移動も簡単だし万能ね！私は
本当に助かったわよ！文明の力だけではだめねぇ。一つ持ってお
くといいわよ〜。
」
と笑顔でつぶやいていました。

●注文・お問合せ先●

〈ワイド型・長方形石油ストーブ〉

株式会社 サンエー開発

近年全国で多発する災害。もしも電気、
ガス、水道といったライフラインが寸断されたら、特に冬場は暗闇
と寒さの中にあっても、エアコンやヒーターなど暖房器具は使用できません。
また寒さで体温も下がり病
気にもかかりやすくなるため、小さな子供さんや高齢者の方には特に注意が必要です。
そんな時、自宅や避難先に当社製品と電源不要反射式石油ストーブ(ポータブル石油ストーブ)があれば、
安心して暖も灯りも取れます。
また暖か料理が作れ、加湿・加温の調節、設置・移動も簡単です。冬場の災害
に備え、役立つことができる、そのような想いから加熱補助装置「暖かばんざい」
を発案、製品化しました。
設置後はやかん・寸胴など加熱容器の落下防止効果があり、安全に使用していただけます。
(ご使用前には必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しく使用してください。)

https://attaka-banzai.jp/

受付時間／9：00〜17：00(土､日､祝除く)
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※受付時間外は、ＦＡＸ又は郵便にて承り可能です。
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ENTERTAINMENT

〈標準型・長方形石油ストーブ〉

※やかん・ストーブは付属しません。

TEL 080‐4489‐8855

EX
CI
T

開発

☀

★

サンエー

３Ｅ開発

株式
会社

〒669‐3803 兵庫県丹波市青垣町西芦田910‐5
TEL／FAX 0795‐87‐2277

本製品は安全、安定、機能、簡単を基本とし考案製作しました。
取り付け部品7個を装着する事で、より安全、便利、シンプル(簡単)にご利用いただけます。
＊安全・安定………石油ストーブに本製品装着後は、外れない形状と水平維持（バランス）を保ち、より安全と安定性を強化。
（実用新案記載）
＊機能………………石油ストーブの熱利用と本製品の装着で、加湿、加温、移動、暖か簡単料理が可能になります。
＊シンプル…………本製品のストーブ取り付けは、載せる、挟む、2本のネジ締めでOK。
（但しフタのつまみと★マーク半缶製品の横置き台
の取り付けは、ネジ締め必要） ※ネジ締めのプラスドライバーはお客様のご用意でお願いします。

https://attaka-banzai.jp

★☀共通

①

加熱補助装置暖かばんざい
実用新案登録済 第3230769号

製品取付適合ストーブ説明
灯油式長方形石油ストーブ

商標登録済 第6546460号

★マーク・半缶製品（冬場・災害時対応製品 ※日常での使用もできます。）
レトロ感満載 昭和のレトロな灯油式ストーブとブリキ半缶製品とのマッチングは最高！使用する
ほど愛着が増します。近年多発する災害の中で、冬場の災害時 (ライフラインの寸断時)に、暖や灯
りが取れ、暖か料理が出来るようにと実用化された今までに無い画期的な新製品です。
※取扱説明書は只今発売中の★マークの半缶製品欄をお読みいただき、
正しく安全にご使用ください。
(☀マークのステンレス製品は発売予定)

●カタログ記載の各ストーブは当社製品設置の適合サ
イズを説明するものであり、各社ストーブメーカーを
推奨するわけではありません。

40㎝以上

(適合ストーブの選択は購入者ご自身の判断でお願いします。)

※新しくストーブをご購入される場合にはワイド型が本製品に
適合します。

25㎝以上
25㎝以上

①電源不要反射式石油ストーブで灯油タンクの位置
が右端にあるタイプの製品(ワイド型・標準型）
②ストーブの上面幅が灯油タンクの開閉口の左端位
置から40㎝以上あるもの（ワイド型）
③ストーブの上面幅が灯油タンクの開閉口の左端位
置から25㎝以上あるもの（標準型）

25㎝以上
ワイド型・長方形石油ストーブ

適合ストーブ基準
（防災推奨マーク付）

＊各ストーブメーカーの電源不要反射式石油ストーブ、ポータブル石油
ストーブ
＊防災推奨マーク付き石油ストーブは形状がワイド型・標準型で長方形
灯油タンクがストーブ右端に位置する昔から愛用された石油ストー
ブです。

標準型・長方形石油ストーブ

適合するストーブの形状、サイズ、機種などを説明します。(重要注意事項)
型式

外形サイズ

ストーブ形状

設置可能上面サイズ

備考

幅400㎜以上

ワイド型

〈ワイド型・長方形石油ストーブ〉

〈標準型・長方形石油ストーブ〉

当製品取付適合ストーブ
（例）

販売価格7,440 円(税込)

※やかん・ストーブは付属しません。

材料はブリキ半缶を使用しています。底には熱伝導効率を上げるためと、劣化防止のためにプレス
加工で円形の穴を開けています。使用可能調理器具として、やかん、吊り鍋、寸胴鍋、使い捨てアル
ミ鍋、網がご使用可能です。ただし突起がある手鍋やフライパンは使用できません。また材料の性
質上、長期間の使用では、劣化または熱により底面にサビや変色が発生します（当社製品及びストーブ
上面共に）。
ワイド型の石油ストーブに限りますが、フタは本製品横に設置し、やかん・寸胴（加熱容
器）の置台としての利用も可能です。フタ2個（横置き台用・製品フタ用）
当社指定の各社適合ストーブ（ 電源不要反射式石油ストーブ、ポータブル石油ストーブ)に適合
します。

防止）
、その

一部設置不適合な商品も有ります。
(不適合ストーブ ※本製品カタログ説明参照欄P2）

カタ

幅562㎜×奥行279㎜×高さ475㎜
幅562㎜×奥行279㎜×高さ454.5㎜
幅586㎜×奥行304㎜×高さ441.5㎜

灯 油
タンク

奥行250㎜以上

幅500㎜以上
置 台

本製品

灯 油
タンク

置台設置可能

幅250㎜以上

標準型

(送料・代引き手数料は別途かかります。
)

幅618㎜×奥行324㎜×高さ467㎜

幅452㎜×奥行324㎜×高さ475㎜
幅452㎜×奥行324㎜×高さ510㎜

灯 油
タンク

奥行250㎜以上

幅400㎜以上

幅428㎜×奥行315㎜×高さ453㎜
幅422㎜×奥行330㎜×高さ446㎜

本製品
※付属の置台は設置できません

●本製品取り付け不適合ストーブ

灯 油
タンク

置台設置不可

背面灯油タンクは
使用不可

①サイズ・形状が当社指定の適合基準に満たな
い場合。
（形、寸法、灯油式などの確認をしてく
ださい）
②灯油タンクの位置が背面や真ん中にあるもの
(タンク位置は右端のみ)。

標準型ストーブは上面設置サイズ（横幅）が狭いので本製品のみ設置していただけます。
（横置き台の設置は不可です）
1

③形状が複雑、改造等による特殊タイプのもの

※適合ストーブの購入は(防災推奨マーク付き石油ストーブを推奨い
たします。)、数が少ないのでお間違いの無き様おねがいします。

背面タンク型
石油ストーブ

ファンヒーター

2

ストーブの上面設置サイズが狭いので
本製品のみ設置していただけます。
（横置きは不可です）

●各部の名称と７個の取付部品（共通）
①フタつまみ

③④水平維持バランス金具

⑥取り付け固定金具前用
⑦取り付け固定金具 ( 磁石付 ) 後用

★☀共通

①

加熱補助装置暖かばんざい
実用新案登録済 第3230769号

製品取付適合ストーブ説明
灯油式長方形石油ストーブ

商標登録済 第6546460号

★マーク・半缶製品（冬場・災害時対応製品 ※日常での使用もできます。）
レトロ感満載 昭和のレトロな灯油式ストーブとブリキ半缶製品とのマッチングは最高！使用する
ほど愛着が増します。近年多発する災害の中で、冬場の災害時 (ライフラインの寸断時)に、暖や灯
りが取れ、暖か料理が出来るようにと実用化された今までに無い画期的な新製品です。
※取扱説明書は只今発売中の★マークの半缶製品欄をお読みいただき、
正しく安全にご使用ください。
(☀マークのステンレス製品は発売予定)

●カタログ記載の各ストーブは当社製品設置の適合サ
イズを説明するものであり、各社ストーブメーカーを
推奨するわけではありません。

40㎝以上

(適合ストーブの選択は購入者ご自身の判断でお願いします。)

※新しくストーブをご購入される場合にはワイド型が本製品に
適合します。

25㎝以上
25㎝以上

①電源不要反射式石油ストーブで灯油タンクの位置
が右端にあるタイプの製品(ワイド型・標準型）
②ストーブの上面幅が灯油タンクの開閉口の左端位
置から40㎝以上あるもの（ワイド型）
③ストーブの上面幅が灯油タンクの開閉口の左端位
置から25㎝以上あるもの（標準型）

25㎝以上
ワイド型・長方形石油ストーブ

適合ストーブ基準
（防災推奨マーク付）

＊各ストーブメーカーの電源不要反射式石油ストーブ、ポータブル石油
ストーブ
＊防災推奨マーク付き石油ストーブは形状がワイド型・標準型で長方形
灯油タンクがストーブ右端に位置する昔から愛用された石油ストー
ブです。

標準型・長方形石油ストーブ

適合するストーブの形状、サイズ、機種などを説明します。(重要注意事項)
型式

外形サイズ

ストーブ形状

設置可能上面サイズ

備考

幅400㎜以上

ワイド型

〈ワイド型・長方形石油ストーブ〉

〈標準型・長方形石油ストーブ〉

当製品取付適合ストーブ
（例）

販売価格5,900 円(税込)

※やかん・ストーブは付属しません。

材料はブリキ半缶を使用しています。底には熱伝導効率を上げるためと、劣化防止のためにプレス
加工で円形の穴を開けています。使用可能調理器具として、やかん、吊り鍋、寸胴鍋、使い捨てアル
ミ鍋、網がご使用可能です。ただし突起がある手鍋やフライパンは使用できません。また材料の性
質上、長期間の使用では、劣化または熱により底面にサビや変色が発生します（当社製品及びストーブ
上面共に）。
ワイド型の石油ストーブに限りますが、フタは本製品横に設置し、やかん・寸胴（加熱容
器）の置台としての利用も可能です。フタ2個（横置き台用・製品フタ用）
当社指定の各社適合ストーブ（ 電源不要反射式石油ストーブ、ポータブル石油ストーブ)に適合
します。

防止）
、その

一部設置不適合な商品も有ります。
(不適合ストーブ ※本製品カタログ説明参照欄P2）

カタ

幅562㎜×奥行279㎜×高さ475㎜
幅562㎜×奥行279㎜×高さ454.5㎜
幅586㎜×奥行304㎜×高さ441.5㎜

灯 油
タンク

奥行250㎜以上

幅500㎜以上
置 台

本製品

灯 油
タンク

置台設置可能

幅250㎜以上

標準型

(送料・代引き手数料は別途かかります。
)

幅618㎜×奥行324㎜×高さ467㎜

幅452㎜×奥行324㎜×高さ475㎜
幅452㎜×奥行324㎜×高さ510㎜

灯 油
タンク

奥行250㎜以上

幅400㎜以上

幅428㎜×奥行315㎜×高さ453㎜
幅422㎜×奥行330㎜×高さ446㎜

本製品
※付属の置台は設置できません

●本製品取り付け不適合ストーブ

灯 油
タンク

置台設置不可

背面灯油タンクは
使用不可

①サイズ・形状が当社指定の適合基準に満たな
い場合。
（形、寸法、灯油式などの確認をしてく
ださい）
②灯油タンクの位置が背面や真ん中にあるもの
(タンク位置は右端のみ)。

標準型ストーブは上面設置サイズ（横幅）が狭いので本製品のみ設置していただけます。
（横置き台の設置は不可です）
1

③形状が複雑、改造等による特殊タイプのもの

※適合ストーブの購入は(防災推奨マーク付き石油ストーブを推奨い
たします。)、数が少ないのでお間違いの無き様おねがいします。

背面タンク型
石油ストーブ

ファンヒーター

2

ストーブの上面設置サイズが狭いので
本製品のみ設置していただけます。
（横置きは不可です）

●各部の名称と７個の取付部品（共通）
①フタつまみ

③④水平維持バランス金具

⑥取り付け固定金具前用
⑦取り付け固定金具 ( 磁石付 ) 後用

品説明

⑧予備品
置台固定金具

④
①

各部の名称と取り付け方法
（弊社ホームページより動画でも確認できます。https://attaka-banzai.jp）

★マーク・半缶製品

（冬場・災害時対応製品

※日常での使用もできます。）

175㎜

※ネジはきつく締めすぎないように注意してください。
（電動は使用不可）

⒈フタの 内 側 を 上 にして フタ つ まみ 補 助 板（ ② ）とワッ
シャーを置きネジを差込み反対側からナットでしっかり締
め、その上にフタつまみ（①）をナットと同様に取付ける。

238㎜

③
⑤

③④

①フタつまみ

③④水平維持バランス金具
④

フタ外面

①

フタ内面

②

★☀マーク・各部の名称と７個の取付部品（共通）

238㎜

②

①

トラストネジM5×8

⑥取り付け固定金具前用
⑦取り付け固定金具後用
（磁石付）

⑥
⑦

トラストネジM5×8

②フタつまみ補助板 ⑤取り付け固定金具差込みレール
（半缶フタ内面用）
磁石M3×6

⒉水平維持バランス金具(③④)を２本、製品内に4か所ネジ
止めし固定する

磁石

③

取付用ネジ説明

④

①フタつまみ ②フタつまみ補助板
③④水平維持バランス金具 ⑤取り付け固定金具差込みレールにはトラストネジM5×8を使用しています。
⑦取り付け固定金具後用(磁石付)の磁石部には皿ネジ
（ステンレス）M3×6を使用しています。
設置の際に紛失された場合は上記のネジをご購入下さい。
（ホームセンター等）

⒊本製品をストーブの上に置き、取り付け固定金具差込み
レール（⑤）を水平維持バランス金具の間に設置します。
⒋取り付け固定金具後用(磁石付)(⑦)を本製品後面の取り
付け金具差込み口より入れ、取り付け固定金具差込み
レール（⑤）に差込みます。
（磁力でストーブと固定金具の
間に指を挟まないようにご注意してください。）
⒌取り付け固定金具前用（⑥）を本製品前面の取り付け金具
差込み口より入れ、取り付け固定金具差込みレール（⑤）
に差込み、止まるまで軽く押し込みます。前用・後用の取
り付け固定金具（⑥⑦）を奥まで差し込むことができた
ら、2カ所をネジで止めます。これで本製品のストーブへ
の取り付けは完了です。

５

給油
タンク

５

⑦
ストーブ後面側

給油
タンク

⑤

ストーブ前面側

☆お客様に重要なお知らせ

磁石

⑥

前面

前面

⑥の差込みはストーブの
網にかけないで下さい。

給油
タンク

後面

前面

（横置台）

3

給油
タンク

⑥

★マーク・半缶製品（冬場・災害時対応製品

⒍ワイド型ストーブ用の横置台の設置方法は、本製品正面より見て左側面下部２カ所に連結用ネジ穴があ
りますので、本製品と横置き台をネジ止めし連結してご使用ください。

連結用
ネジ穴

＊当製品には☀マークステンレス製品と★マーク半缶製品と2種類ありますが現在発売しているのは半缶製品のみ
となっております。
（☀マークステンレス製品は今後発売予定です）ご購入いただいた際に付属している取扱説明
書は★マーク半缶製品の欄をお読みください。
＊当製品は冬場の災害時（ライフライン寸断時）、石油ストーブの上に置くやかん・寸胴・鍋（加熱容器）の落下防止を
想定し製作・製造（手作りに近い手法で製造、商品化）しています。
＊ブリキ半缶を使用していますので使用頻度により熱による変色・劣化・錆・本製品とストーブ接地面に擦り傷が生
じますが使用には差し支えありません。
＊シーズンオフには必ず本製品を取り外し本製品及び各部品をシリコンスプレーなどでお手入れをしていただく
ようお願いします。
＊一部、プラスドライバーで部品の組み立て作業がありますが、プラスドライバーはお客様でご用意していただき
ますようお願いします。
（電動工具での使用はしないでください。）
＊電源不要の灯油式石油ストーブには熱の放出の仕方により対流式（円筒状丸形)と反射式(前と上に熱を放出、長
方形)が有り、当製品の適合ストーブは反射式石油ストーブになります。
＊電源不要灯油式ストーブには防災推奨マークが付いていますので購入される場合はご確認ください。

給油
タンク

※日常での使用もできます。）
半缶製品製造番号1945-6号、サイズW238㎜×D238㎜×H175㎜です。
加熱容器のご使用の際には、当製品サイズに適合するか確認し、取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご
使用ください。
①基準として直径が当製品より小さくないと利用することができません。
②半缶製品のサイズが、幅・奥行きとも238㎜高さ175㎜となっておりますので直径230㎜
（23㎝）程度の加熱容器を
ご利用ください。
③本製品はふたを閉めたほうが内部の温度上昇時間が早まりますので、時間短縮を考える場合
には加熱容器の高さが165㎜（16.5㎝）程度の加熱容器をお使いいただき、ふたを閉めて調理
してください。
④調理の際に本製品の底面に使い捨てアルミ鍋(付属品)を必ず敷いていただき、その上に加熱
容器を載せ使用してください。
やかんや吊り鍋等は突出した部分を斜めに向けると設置しやすくなります。
やかん
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品説明

⑧予備品
置台固定金具

④
①

各部の名称と取り付け方法
（弊社ホームページより動画でも確認できます。https://attaka-banzai.jp）

★マーク・半缶製品

（冬場・災害時対応製品

※日常での使用もできます。）
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③④
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④
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①

フタ内面
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★☀マーク・各部の名称と７個の取付部品（共通）
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⑦取り付け固定金具後用
（磁石付）

⑥
⑦

トラストネジM5×8
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５

給油
タンク

５
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には加熱容器の高さが165㎜（16.5㎝）程度の加熱容器をお使いいただき、ふたを閉めて調理
してください。
④調理の際に本製品の底面に使い捨てアルミ鍋(付属品)を必ず敷いていただき、その上に加熱
容器を載せ使用してください。
やかんや吊り鍋等は突出した部分を斜めに向けると設置しやすくなります。
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品説明

④
フライパン・手鍋

①

使用可能調理器具・お客様手配品
★マーク・半缶製品

（冬場・災害時対応製品 ※日常での使用もできます。）
半缶製品製造番号1945-6号、サイズＷ238㎜×
Ｄ238㎜×Ｈ175㎜です。
加熱容器（やかん、吊り鍋、ずんどう鍋）をご使用
の際には、当製品サイズに適合するか確認し、取
扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全に
ご使用ください。
①基準として直径が本体より小さくないと利用
することができません。
②半缶製品のサイズが、幅・奥行きとも238㎜、
高さ175㎜となっておりますので直径230㎜
（23㎝)程度の加熱容器をご利用ください。
③本製品はふたを閉めたほうが内部の温度上
昇時間が早まりますので、時間短縮を考える
場合には加熱容器の高さを165㎜（16.5㎝）
程度の加熱容器をお使いいただき、ふたを閉
めて調理してください。
④調理の際には、付属品の使い捨てアルミ鍋を
本製品の底面に敷いた上に加熱容器を載せ
て使用してください。

本製品の片付け方法
本製品を片付けるときには、ストーブと本体の温度が十分に下がった事を確認し作業を行ってください。

〈上から見た図〉
238㎜

⒈

ストーブ背面側

238㎜

吊鍋

⒈本体 前 面 部 の 取り付け固定金具前用(⑥)
のネジを緩めて取り付け固定金具前用(⑥）
を手前に引き出します。

やかん

165㎜

230㎜

丸焼網

角焼網

ずんどう鍋

※やかんや吊り鍋等は突出した部分を斜めに向けると設置しやすくなります。
※使い捨てアルミ鍋を使わない直火での使用はしないでください。
（取扱説明書記載）

⒉引き出した取り付け固定金具前用を下図
のようにそのまま斜め上の方向へ持ち上げ
ることでストーブ背面の取り付け固定金具
後用(磁石付)(⑦)が本体から外れやすくな
ります。

ストーブ前面側
⒉

縦約223㎜×横約223㎜

付けは簡単
とで本体と

⑥ネジ
⑥

⒊

⒊ストーブから本体を分離することが出来ま
したらそれぞれのネジを取り外し、取り付
け固定金具差込用レールを外し完了です。
⒋本体及び各種部品はシリコンスプレー潤
滑剤(耐熱性)等をスプレーし軽くタオルで
拭き取っておいてください。
（シーズンオフ）

給油
タンク

５

⑥

⑥

⑦

ストーブ側面

●本製品のお客様手配品（サイズを確認し、お買い求めください）
例）

⑦

310㎜

⑦
ストーブ側面

磁石

例）

直径約237㎜

網(加熱容器安定用のため常時設置)

直径約245㎜×深さ約27㎜

熱による当製品の変色

上から見た図

熱によるストーブの変色

後面から見た図

直径約234㎜×深さ約68㎜

使い捨てアルミ鍋（底の浅いタイプ）

例）

直径約245㎜×深さ約27㎜

225㎜×220㎜

（付属品）

使い捨てアルミ鍋（底の深いタイプ）

使い捨てアルミ鍋
※使い捨てアルミ鍋は購入時に1個同梱しています。

5

※100円ショップ・ネットショップ・ホームセンター等でもお買い求めいただけます。

製品のふたを使用しないときは、背面の取り
付け金具の磁石に引っ付けてのご利用も可能
です。
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（販売予定）

実用新案登録済 第3230769号
商 標 登 録 済 第6546460号

あ
っ
た

加熱補助装置

〈ワイド型・長方形石油ストーブ〉

〈標準型・長方形石油ストーブ〉

あるおばあちゃんの話
「災害時に電気もガスも使えなくなったら体も心も寒いじゃない。このセッ
トがあれば暖かいよ〜。暖も灯りも取れるし、暖か料理もできるわ。落下防止
にもなり安全にお湯も沸かせるの。移動も簡単だし万能ね！私は
本当に助かったわよ！文明の力だけではだめねぇ。一つ持ってお
くといいわよ〜。
」
と笑顔でつぶやいていました。

●注文・お問合せ先●

〈ワイド型・長方形石油ストーブ〉

株式会社 サンエー開発

近年全国で多発する災害。もしも電気、
ガス、水道といったライフラインが寸断されたら、特に冬場は暗闇
と寒さの中にあっても、エアコンやヒーターなど暖房器具は使用できません。
また寒さで体温も下がり病
気にもかかりやすくなるため、小さな子供さんや高齢者の方には特に注意が必要です。
そんな時、自宅や避難先に当社製品と電源不要反射式石油ストーブ(ポータブル石油ストーブ)があれば、
安心して暖も灯りも取れます。
また暖か料理が作れ、加湿・加温の調節、設置・移動も簡単です。冬場の災害
に備え、役立つことができる、そのような想いから加熱補助装置「暖かばんざい」
を発案、製品化しました。
設置後はやかん・寸胴など加熱容器の落下防止効果があり、安全に使用していただけます。
(ご使用前には必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しく使用してください。)

https://attaka-banzai.jp/

受付時間／9：00〜17：00(土､日､祝除く)

YM

EN
EM

JO

EN

T

※受付時間外は、ＦＡＸ又は郵便にて承り可能です。

EN
T

ENTERTAINMENT

〈標準型・長方形石油ストーブ〉

※やかん・ストーブは付属しません。

TEL 080‐4489‐8855

EX
CI
T

開発

☀

★

サンエー

３Ｅ開発

株式
会社

〒669‐3803 兵庫県丹波市青垣町西芦田910‐5
TEL／FAX 0795‐87‐2277

本製品は安全、安定、機能、簡単を基本とし考案製作しました。
取り付け部品7個を装着する事で、より安全、便利、シンプル(簡単)にご利用いただけます。
＊安全・安定………石油ストーブに本製品装着後は、外れない形状と水平維持（バランス）を保ち、より安全と安定性を強化。
（実用新案記載）
＊機能………………石油ストーブの熱利用と本製品の装着で、加湿、加温、移動、暖か簡単料理が可能になります。
＊シンプル…………本製品のストーブ取り付けは、載せる、挟む、2本のネジ締めでOK。
（但しフタのつまみと★マーク半缶製品の横置き台
の取り付けは、ネジ締め必要） ※ネジ締めのプラスドライバーはお客様のご用意でお願いします。

https://attaka-banzai.jp

