VATTENTÄT

ENGLISH

中文

Cleaning
— Wash by hand.
— Do not use steel wool as this may
scratch the surface.

清洗说明
— 采用手洗。
— 不可使用金属丝团， 以免划伤壶面。

Good to know
— Do not fill above the marked water level
beneath the spout (max. 2 litres).
— The kettle is safe to use on electric element, gas ring, ceramic hob and induction range.

相关提示
— 壶内的水位不宜超过在壶嘴下方的标记高度 ( 约
2 升 )。
— 本水壶可用于电热盘、 燃气灶或电磁感应炉。

繁中

한국어

日本語

BAHASA INDONESIA

清潔說明
— 需手洗。
— 不可使用鋼絲絨，以免刮傷表面。

세척
— 손으로 세척하세요.
— 철수세미는 스크래치를 유발할 수 있으니 사용
하지 마세요.

洗い方
— 手洗いしてください。
— 表面を傷つける可能性があるのでスチールたわ
しは使わないでください。

Pembersihan
— Cucilah dengan tangan.
— Jangan gunakan sabut baja karena
dapat menggores permukaan.

유용한 정보
— 주둥이 밑 표시선 위로는 채우지 마세요 (최대
2리터).
— 주전자는 전기 발열구, 가스 화구, 세라믹과 인
덕션 레인지에 사용이 가능합니다.

お役立ち情報
— 注ぎ口の下に付いている水位マーク以上に水を
注がないでください （2 リットルまで）。
— このケトルはガスコンロ、 電気コンロ、 セラ
ミックコンロ、 IH コンロで使用することが
できます。

Baik utnuk diketahui
— Jangan isi air melebihi tanda tingkat air
di bawah muncung (maks 2 liter).
— Ceret aman untuk digunakan pada
elemen listrik, lingkaran gas, kompor
keramik dan rangkaian dapur induksi.

使用需知
— 不可將水裝至超過壺嘴下方的標記(最多2公升).
— 水壺適用於電爐, 瓦斯爐, 陶爐及電磁爐.

BAHASA MALAYSIA
Pembersihan
— Cucian dengan cucian tangan.
— Jangan gunakan pengosok periuk kerana ia akan mencalarkan permukaannya.
Pengetahuan tambahan
— Jangan isi air melebihi paras air yang
ditandakan di bawah muncung (maksimum 2 liter)
— Cerek adalah selamat digunakan pada
elemen elektrik, lingkaran gas, dapur
seramik dan rangkaian dapur induksi.

عربي
التنظيف
.—أغسلها يدويا
—ال تغسلها باإلسفنج المعدني ألنه يخدش
.السطح
معلومة جيدة
—ال تمأل أعلى من مستوى عالمة الماء تحت
).لتر. 2 الصنبور( كحد أقصى
، —المغالة آمنة الستخدامها مع عنصر كهربائي
الفرن الغاز والفرن السيراميك

ไทย
การท�ำความสะอาด
— ล ้างด ้วยมือเท่านัน
้
— ห ้ามใช ้ใยขัดทีม
่ ค
ี วามคม เพราะจะขีดข่วนผิวกาน�้ ำเป็ นรอย

ข้อควรรู ้
— อย่าใส่น�้ำเกินขีดทีก
่ �ำหนดไว ้ทีพ
่ วยกา (ปริมาณน�้ ำสูงสุด 2 ลิตร)
— กาน�้ ำนีใ้ ช ้ได ้กับเตาไฟฟ้ า เตาแก๊ส เตาเซรามิค และเตาแม่เหล็ก
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