
ENGLISH

Before using for the first time
Products made of wood are easier to keep 
clean and free from grease marks if they 
are treated with oil before being used for 
the first time. This will also improve the 
wood’s natural resistance to moisture. Use 
an oil that is suitable for contact with food, 
such as mineral oil or vegetable oil. Oil the 
product once and wipe off any surplus. 
Then repeat the treatment after 24 hours.

Care and cleaning
—  The salad servers should always be 

washed by hand. Do not allow them to 
be in contact with water for a lon-
ger time, by leaving them to soak or 
washing them in running water. This 
can cause cracks in the wood.

—  Dry the salad servers carefully. Do not 
expose them to high temperatures to 
speed up drying.

—  Treat the salad servers with oil at regu-
lar intervals. How often depends on how 
much you use them.

中文

在第一次使用之前
在第一次使用之前， 对本产品进行涂油处理， 将
会使其在今后使用过程中更便于保持清洁， 并有效
防止油渍污斑的形成。 涂油处理同时有利于增强木
材的防潮特性。 涂油所采用的油料应是无毒， 可
与食品接触的， 如矿物油或植物油。 一次涂油完
成后， 擦掉剩余的油迹， 在 24 小时后可进行二次
涂油。

保养和清洁
—  沙拉碗一定要用手洗涤。 在用自来水浸泡或洗

涤时， 不要使之长时间与水接触。 这会造成
木头开裂。

—  要让沙拉碗彻底干燥。 不要使之处于高温下加
速干燥。

—  沙拉碗要定期用油进行处理。 间隔时间可根据
您的使用情况来定。

繁中

第一次使用前
如果木質產品在第一次使用前上過油，會較易保持乾
淨，避免沾到油漬，可提高木頭的抗潮性。使用適合
木頭的保養油，如礦油或植物油。塗上保養油，擦掉
多餘部分，24小時後再重複上油。

注意及清潔說明
—  沙拉盤一定要用手洗，不可長時間靜置於水中或

沖洗，會造成木頭破裂。
—  小心擦乾沙拉盤，請勿以高溫快速的方式烘乾。
—  定期替沙拉盤上油，上油次數請依使用程度決

定。

한국어

처음 사용하기 전에
목재로 만들어진 제품은 처음 사용하기 전에 오일을 
발라주면 기름 얼룩 없이 깨끗하게 관리할 수 있습
니다. 습기에 대한 자연 저항력도 높아집니다. 미네
랄오일, 식물성오일 등 음식과 접촉해도 괜찮은 오
일만 사용하세요. 제품 전체에 오일을 충분히 바르
고 여분의 오일을 닦아내세요. 24시간이 지난 후 이 
과정을 한 번 더 반복하세요.   

관리 세척 방법
—  샐러드 서버는 반드시 손으로 세척해야 합니다. 

물에 담가두거나 흐르는 물에 장시간 씻는 등, 
물과 접촉하는 시간이 길면 나무 소재에 금이 
가는 경우가 생길 수가 있습니다.

—  세척 후 잘 건조시키세요. 빨리 건조시키려고 높
은 온도에 노출해서는 안됩니다.

—  정기적으로 오일을 발라주세요. 사용 빈도에 따
라 오일칠 횟수를 조절하세요.

日本語

初めてご使用になる前に
木製品は初めてご使用になる前にオイルでお手入
れをすると、 油ジミや汚れが付きにくくなりま
す。 また、 木材が本来持つ耐湿性もより強化さ
れます。 ミネラルオイルや植物油など食品に触れ
ても無害なオイルを使用してください。 木製品に
たっぷりとオイルを塗った後、 余分なオイルを拭
き取ります。 このプロセスを 24 時間後にもう一
度繰り返してください。

お手入れ方法
—  サラダサーバーは必ず手洗いしてください。

水に浸けたり流水で洗ったりして、 水に長時
間触れることのないようにしてください。 木
が割れる原因となります。

—  洗った後はよく乾かしてください。 速く乾か
そうとして高温に当てることは避けてくださ
い。

—  定期的にオイルを塗ってお手入れしてくださ
い。 お手入れの頻度は使用頻度によって変わ
ります。
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BAHASA INDONESIA

Sebelum pertama kali digunakan
Produk dari kayu mudah untuk dijaga dan 
bebas dari noda minyak jika dirawat dengan 
minyak sebelum pertama kali digunakan. 
Ini akan meningkatkan ketahanan alami 
terhadap kelembaban. Gunakan minyak 
yang boleh terkontak dengan makanan, 
misalkan minyak mineral atau minyak 
sayur. Minyaki produk dan lap bersih 
minyak yang berlebihan. Kemudian ulangi 
perawatan setelah 24 jam. 

Pemeliharaan dan pembersihan
—  Wadah penghidang salad seharusnya 

selalu dicuci dengan tangan. Jangan 
biarkan terkontak air dalam jangka 
waktu yang lama, dengan merendam 
atau mencuci pada air mengalir . Ini 
dapat menyebabkan kayu meretak.

—  Keringkan dengan baik, tetapi 
tidak jemur pada suhu tinggi untuk 
mempercepat proses pengeringan.  

—  Sapukan minyak secara berkala. 
Seberapa sering tergantung pada 
keseringan pemakaiannya.

BAHASA MALAYSIA

Sebelum menggunakan untuk kali 
pertama
Produk yang di perbuat daripada kayu 
adalah lebih mudah untuk dibersihkan 
dan bebas daripada kesan minyak jika 
ia dirawat dengan minyak sebelum 
digunakan untuk kali pertama. Ini akan 
meningkatkan ketahanan semulajadi kayu 
untuk mengekalkan lembapan. Gunakan 
minyak yang sesuai untuk makanan seperti 
minyak mineral atau minyak sayur-sayuran. 
Sapukan minyak pada produk sekali dan 
sapu lebihan minyak. Kemudian ulang 
rawatan selepas 24 jam.

Penjagaan dan pembersihan
—  Sudu salad sentiasa dicuci dengan 

cucian tangan. Jangan biarkan ia 
berkeadaan basah untuk jangka masa 
yang panjang, di biar berendam atau 
mencucinya menggunakan air yang 
mengalir. Ini akan menyebabkan  kayu 
merekah.

—  Keringkan sudu salad dengan teliti. 
Jangan dedahkan kepada suhu yang 
tinggi untuk mempercepatkan proses 
pengeringan.

—  Rawat sudu salad menggunakan minyak 
secara kerap dan teratur. Kekerapan 
rawatan terpulang kepada kekerapan 
anda menggunakannya.

عربي

قبل االستخدام للمرة األولى
المنتجات المصنوعة من الخشب يسهل االحتفاظ بها 
نظيفة و خالية من النقاط الدهنية إذا تمت معالجتها 

بالزيت قبل االستخدام للمرة األولى .كما أن ذلك سوف 
يحسن من مقاومة الخشب الطبيعية للرطوبة .استخدم 

نوعاً من الزيت يكون مناسبا و غير ضار عند مالمسة 
الطعام، مثل الزيت المعدني أو الزيت النباتي .أدهن 

المنتج بالزيت مرة واحدة و امسح أي فائض من الزيت. 
ثم أعد المعالجة بعد 24 ساعة.

العناية والتنظيف
  —يجب غسيل أواني تقديم السلطة يدوياً .ال 

تسمحي لها بمالمسة الماء لوقت طويل، بتركهم 
مغمورين أو بغسيلهم بالماء الجاري .هذا يمكن ان 

يسبب الشقوق في الخشب.
  —جففي أواني تقديم السلطة بعناية .ال تعرضيهم 

للحرارة العالية لتسريع عملية التجفيف.
  —عالجي أواني تقديم السلطة بالزيت على فترات 
منتظمة .الفترات المنتظمة تعتمد على مدى كثرة  

إستعمالك لهم.

ไทย

กอ่นใชง้านคร ัง้แรก
การใชน้�้ามนัทาเคลอืบอปุกรณไ์มก้อ่นน�าไปใช ้จะชว่ย
ใหรั้กษาความสะอาดไดง้า่ยขึน้ และคราบไขมนัไมเ่กาะ
บนไม ้ไมจ้ะทนความชืน้ไดด้ขี ึน้ดว้ย ควรเลอืกใชน้�้ามนั
ทีส่มัผัสกบัอาหารได ้เชน่ น�้ามนัแรห่รอืน�้ามนัพชื โดยทา
น�้ามนัเคลอืบใหท้ัว่แลว้เชด็น�้ามนัสว่นทีเ่กนิออก จากนัน้
ปลอ่ยใหแ้หง้ 24 ชัว่โมง จงึทาน�้ามนัซ�้าอกีครัง้ 

การดแูลรกัษาและท�าความสะอาด
—  ควรลา้งอปุกรณไ์มด้ว้ยมอืใหส้ะอาด อยา่ใหอ้ปุกรณ์

ไมโ้ดนน�้าหรอืแชน่�้านานๆ เพราะจะท�าใหเ้กดิรอย
แตกในเนือ้ไมไ้ด ้

—  เชด็ใหแ้หง้ แตอ่ยา่ใชอ้ณุหภมูสิงูเพือ่เรง่ใหแ้หง้ 
—  ใชน้�้ามนัเชด็หรอืทาเคลอืบอปุกรณไ์มเ้ป็นประจ�า เพือ่

ชว่ยรักษาเนือ้ไม ้ถา้ใชอ้ปุกรณบ์อ่ยก็ควรทาน�้ามนั
เคลอืบบอ่ยๆ


