◆A good way to use lacquerware（Instructions）
The care is simple.
The more the lacquerware is used, the more the surface will be settled down and look good.
<1> Please use it properly according to the original use and the purpose of use.
<2> After use, do not keep it in tepid water for some time.
Please wipe it with a soft dish towel after washing with tepid water.
<3> When stained with oil, please wash with the tepid water with dissolved synthetic kitchen detergent.
<4> Please wipe it with a soft dish towel without strongly wiping it after removing dust so as to preserve the shine.
<5> Please avoid using it in the refrigerator,
putting it under the direct rays of the sun and putting it in the place where the drying is too serious.
Its color and shape might be changed.
<6> Do not directly use it with a fire, in a microwave oven,
or on the oven. In such cases detachment of the lacquering, transformation, or catching fire may occur.
<7> When fingerprints present, please breathe on the area and wipe it with a tender dish towel.
<8> The smell of new lacquerware will be completely dispersed if placed in a rice box for a few days.
<9> Please keep the accessories such as chopsticks, a chopstick rest, a fork,
and the spoon in the place where children cannot reach in case of serious accidents.
When using it, please be careful not to let the children use them in a wrong way.
<10> Due to the constitution of each person, one may rarely get a rash due to paint and lacquer.
In that case, please consult with a dermatological doctor.
<11> Please stop using it when cracked or broken and a part of the product is missing, or
when the paint and the lacquer are exfoliated.
<12> In case of surplus weight on the product, please do not use it.

◆漆器の上手な使い方（注意事項）
お手入れは簡単です。漆器は使うほどに、漆肌に落ち着いた味わいが出てきます。
<1>
<2>
<3>
<4>
<5>

製品本来の用途・使用目的に添って、正しくお使いください。
使用後は長く湯水に浸けておかず、できればぬるま湯で洗い、柔らかい布巾で拭いてください。
油で汚れた場合は、台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗ってください。
よい艶を長く保つには、強く拭かないで、塵を落としてから柔らかい布巾で軽く拭くようにしてください。
冷蔵庫での使用、直射日光の当たるところや乾燥の甚だしいところに置くことは避けてください。
色が変わったり、狂うことがあります。
<6> 直火・電子レンジ・オーブンなどでは使用できません。塗装の剥離・変形・着火の危険があります。
<7> 指紋などがついた場合は、息を吹きかけ柔らかい布巾で拭いてください。
<8> 新しい漆器の匂いは、米びつの中へ数日間入れておくと完全に抜けます。
<9> 箸・箸置き・フォーク・スプーンなどの小物は、事故防止のためお子様の手の届かないところに保管してください。
ご使用の際は、お子様が誤った使い方をしないようにご注意ください。
<10> 体質によりごくまれに、塗料や漆でかぶれることがあります。その場合は、皮膚科の医師にご相談ください。
<11> 割れ・欠け・ひびが入った場合、または塗料や漆が剥離した場合は、使用を中止してください。
<12> 過剰な重さがかかる状態では、使用しないでください。

