
ENGLISH

Cleaning
Wash, rinse and dry the dish and holder be-
fore using them for the first time. The dish 
and the holder are dishwasher-safe, the 
cork mat is wiped clean with a damp cloth.

Good to know
—  The dish is microwave- and oven-safe.
—  The metal holder can be used sepa-

rately for serving or as a holder of the 
dish. When the holder is used to hold a 
hot dish, it should be combined with the 
cork mat to insulate against heat and 
prevent damage to the table top.

—  The cork mat can also be used sepa-
rately with a hot dish.

—  If the dish is cracked or chipped, do not 
use it, because there is a risk that it will 
break.

中文

清洁
第一次使用之前， 将盘子和托盘清洗、 冲净并擦
干。 盘子和托盘可用于洗碗机， 软木餐垫可用湿
布擦净。

使用须知
—  盘子可用于微波炉和烤箱。
—  金属托盘可单独用来上菜或用作托盘。 在用作

热菜的托盘时， 应与软木餐垫并用， 隔热，
以防损坏桌面。

—  也可将软木餐垫单独与热菜并用。
—  如果盘子出现裂纹或缺口， 不要使用， 盘子有

可能会破碎。

繁中

清潔說明
第一次使用盤子及托盤前，須先沖洗擦乾。盤子及托
盤適用於洗碗機，可用溼布將軟木墊擦拭乾淨。

使用須知
—  適用於微波爐及烤箱。
—  可分別將金屬托盤做為上菜盤或隔熱盤之用。用

金屬托盤上菜時，應搭配軟木墊使用，以隔絕熱
源，避免損害桌面。

—  軟木墊可單獨做為隔熱墊使用。
—  盤子有裂痕或缺角時，請停止使用，因為盤子會

有破掉的危險。

한국어

세척
접시와 받침을 처음 사용하기 전 씻어 헹구고 잘 말
리세요. 접시와 받침은 식기 세척기 사용이 가능
합니다. 코르크 매트는 젖은 천으로 닦아서 사용하
세요.

유용한 정보
—  접시는 전자레인지와 오븐 사용이 가능합니다.
—  금속 받침은 음식을 낼 때 단독으로 사용할 수

도 있고 접시 받침으로 사용할 수도 있습니다. 
뜨거운 접시용 받침으로 사용하려면 코르크 매
트로 식탁 위를 보호해 주는 것이 좋습니다. 

—  코르크 매트는 뜨거운 접시를 바로 올려놓을 
때, 단독으로 사용해도 됩니다.

—  접시에 금이 가거나 조각이 나면 깨질 위험이 
있으니 사용하지 마세요.      

日本語

お手入れ方法
初めてご使用になる前には、 よく洗って乾かして
ください。 お皿とホルダーは食器洗い乾燥機で洗
えます。 コルクマットは湿らせた布でふいてくだ
さい。

お役立ち情報
—  お皿は電子レンジとオーブンで使用できま

す。
—  金属ホルダーは、 単独で盛り皿として使うこ

とも、 お皿のホルダーとして使うこともでき
ます。 ホルダーを付けたままテーブルに並べ
るときは、 テーブルトップを熱で傷めないよ
う、 必ずコルクマットを取り付けて使用して
ください。

—  コルクマットは外して単独で鍋敷きとして使用
できます。

—  お皿が欠けたり、 ヒビが入ったときには、 割
れる恐れがあるので使用しないでください。
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BAHASA INDONESIA

Pembersihan
Cuci, bilas dan keringkan piring penghidang 
dan pegangan sebelum pertama kali 
digunakan. Piring penghidang dan 
pegangan aman untuk mesin cuci piring, 
gunakan kain lembab untuk mengelap alas 
gabus .

Baik untuk diketahui
—  Penghidang ini aman untuk mikrowave 

dan oven.
—  Pegangan besi dapat digunakan 

secara terpisah untuk menyajikan 
atau sebagai pegangan piring. Ketika 
pegangan digunakan untuk mengangkat 
penghidang panas, sebaiknya 
dikombinasikan dengan alas gabus 
untuk melindungi terhadap panas dan 
mencegah kerusakan atas meja. 

—  Alas gabus dapat digunakan secara 
terpisah dengan penghidang panas.  

—  Jika penghidang retak atau pecah, 
jangan gunakan, karena kemungkinan 
resiko pecah.

BAHASA MALAYSIA

Mencuci
Cuci, bilas dan keringkan penghidang dan 
pemegang sebelum menggunakannya 
untuk kali pertama. Penghidang dan peme-
gangnya selamat untuk digunakan di dalam 
mesin basuh pinggan mangkuk, gunakan 
kain lembap untuk mengelap alas gabus .

Pengetahuan tambahan
—  Pinggan adalah selamat digunakan di 

dalam ketuhar dan ketuhar gelombang 
mikro.

—  Pemegang besi boleh digunakan secara 
berasingan untuk menghidang atau 
sebagai pemegang hidangan. Apabila 
pemegang digunakan untuk meme-
gang penghidang yang panas, ia perlu 
di kombinasikan dengan alas gabus 
sebagai penebat haba dan mengelakkan 
kerosakan pada bahagian atas meja.

—  Alas gabus juga boleh diguna berasing-
an untuk penghidang yang panas.

—  Jika penghidang retak atau sumbing, 
jangan gunakannya kerana risiko ia 
akan pecah.

عربي

التنظيف
اغسل، اشطف و جفف الصحن و الحامل قبل اول 

استخدام .الصحن والحامل امن للغسيل بداخل غسالة 
الصحون، والحصيرة تمسح بقطعة قماش مبللة.

يستحسن أن تعرف
  —الطبق آمن لالستخدام في المايكروويف و الفرن.

  —يمكن استخدام المقبض المعدني بصورة 
مستقلة لتقديم الطعام أو كمقبض لطبق آخر. 

عندما يستخدم المقبض لمسك طبق ساخن، يجب 
أن يستخدم مع وسادة الفلين لعزل الحرارة و منع 

إحداث تلف بسطح الطاولة.
  —كما يمكن أيضا استخدام وسادة الفلين بصورة 

مستقلة مع طبق ساخن.
  —إذا الطبق مشقوقا أو مكسورا فال تستخدمه، 

لوجود احتمال الكسر.

ไทย

การท�าความสะอาด
ลา้งจานแกว้และถาดโลหะใหส้ะอาด แลว้เชด็ใหแ้หง้ 
กอ่นน�าไปใชง้านครัง้แรก ทัง้จานแกว้และถาดโลหะ
สามารถใชเ้ครือ่งลา้งจานลา้งได ้สว่นแผน่รองจานใหใ้ช ้
ผา้หมาดเชด็ใหส้ะอาด

ขอ้ควรรู ้
—  จานแกว้ใชไ้ดก้บัเตาไมโครเวฟและเตาอบ 
—  ทีร่องทีเ่ป็นโลหะสามารถใชส้�าหรับเสริฟ์จาน หรอืใช้ ้

เป็นทีร่องจานกไ็ด ้เมือ่ตอ้งการใชก้บัจานรอ้น ควรใช ้
ทีร่องโลหะคูก่บัแผน่รองจานอกีชัน้หนึง่ แผน่รองจะ
ชว่ยป้องกนัไมใ่หพ้ืน้โตะ๊เสยีหายจากความรอ้น 

—  คณุจะใชแ้ผน่รองจาน โดยไมใ่ชท้ีร่องโลหะกไ็ด ้  
—  ถา้จานรา้วหรอืบิน่ ไมค่วรน�าไปใชต้อ่อกี เพราะจาน

อาจแตกได ้


