
ボウル本体

トップファンネル
（猫用）

取り付け完成

キスゴム 2 キスゴム 1

セットの内容

組み立て方 ※電源アダプターを抜いたままで組み立ててください。（まだコンセントにはつながないでください。）

① パイプを水中ポンプに取り付けます。 水中ポンプを本体底部の4ヶ所の●印
中側に設置します。（図1）②

④ フィルタートレーの中心をパイプ
に通します。
最大水位（Maxの線）まで水を
入れます。（約500ml）

③ フィルタートレーからフィルター1セット（2枚）を取り外し、流水ですす
いで活性炭の微粉を洗い流して、フィルタートレーに再度設置します。
（柔らかい面が上）

⑤ 本体にボウルをのせ、次にトップファンネルをボウルの上にのせます。
（ボウルの突起（ U印4箇所）はトップファンネルの内側になります） ⑥ キスゴム2でコードを本体に

取り付けます。

電源アダプターに水中ポンプ
の電源コードを差し込み、コン
セントに差し込んでください。
本品はペットがいつも水を飲む
場所に設置してください。

※床が水平な場所に設置してください。水平でない場合は水こぼれの
原因となります。
※水の流れがトップファンネル全体に行き渡らない場合は、トップファ
ンネルを動かしてください。
※水の流れがなじんで全体に流れるまで時間がかかる場合があります。

本書はTHE・PERFECT ONE 水素サーバーセラミックファウンテン犬用を用いて説明しています。

〈取扱説明書〉

このたびは本品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をお読みのうえ、正しくお使いください。楽しく安全に
ご使用いただくために大切に保管し、必要なときにお役立てください。

ご使用の前に
フ ィ ル タ ー：ご使用前にゆるやかな流水（水道水）ですすいで活性炭の

微粉を洗い流してください。
フィルター以外：研磨剤を含まない食器用洗剤で洗い、水でよくすすいで

ください。
※電源アダプターや水中ポンプのコネクター部分は、水に濡らさないよう
にご注意ください。

※フィルターは必ず取り付けてご使用ください。
　フィルターのない状態でのご使用は水中ポンプの故障の原因になります。

The・Perfect One
ザ・パーフェクトワン   水素サーバーセラミックファウンテン

パイプ端のシリコン
部分を下にし、水中
ポンプの吐出口にさ
しこみます。
吐出口の根元まで
シリコン部分をしっ
かりとさしこんでく
ださい。

コード口
水中ポンプ

吐出口

シリコン部分
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（図1）

フィルタートレー

フィルター

この際、トップファンネルの穴にパイプが
通るように上から穴を覗き込んでください。
パイプが見えない場合は、②を参考に
水中ポンプの位置を調整してください。
パイプがトップファンネルの穴を通らないと、
給水機能に関わりますのでご注意ください。

電源アダプター

トップファンネル
（犬用）
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キスゴム2
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水中ポンプ下のキスゴムが二個
並ぶ方を中央に向け（パイプが
本体の中心に位置します）、●印
の位置に水中ポンプ本体をしっ
かりと取り付けてください。
コードは、本体内側に添わせて
コード口から外に出します。その
際、キスゴム1でコードを本体
底に固定し、フィルタートレーに
干渉しないようにします。

ボウル

本体

パイプ

トップファンネル

ボウルをのせた際にガタツキやスレ音が
気になる場合は、シリコンガードをボウル
の底の任意の位置に貼付してください。

シリコンガード

最大水位線以上に水を入れると
水漏れの原因になりますので
ご注意ください。

シリコン
パーツ

シリコン
パーツ

●

●

キスゴム1

Max

※トップファンネルは犬用／猫用のいずれかが付属します。



トップファンネル
（猫用）

ご使用方法

お手入れ方法 ※必ず電源アダプターをコンセントから抜いて電源を切ってから行ってください。

●フィルターが汚れてきたら

●電源アダプターを差し込んで
ください。水が循環をはじめ
れば使用可能です。
※水中ポンプは水中専用品につ
き、必ず水を入れた後でコン
セントにつないでください
※電源アダプターの水濡れを防
ぐため、必ず本品より高い位
置のコンセントに差し込みます。
●飲み水は毎日全量を交換して
ください。 ※犬用で説明しています。

水中ポンプ

ペットがコード（電源アダプター含む）を噛むと危険です。
安全のため、噛む危険がある場合は使用を中止してください。
※留守中やペットだけになるときには、特に注意してください。

【使用・保管場所】
室内の水平で安定した安全な場所に置いてください。
※高温・低温になる場所、日光のあたる場所、凍結する場所、屋外、
火気・暖房器具、電気製品のそばには置かないでください。
※ご使用されない場合は、電源を切って水を抜きます。
　「お手入れ方法」の通りに洗浄し、陰干しでしっかり乾燥させた後
に保管してください。    

週に１度程度の間隔で洗います。（水の汚れが目立つ場合はその都度洗ってください。）
この際、ボウルの水が抜けきるまで多少お時間がかかります。
取り外す時は、水がこぼれないようにご注意ください。
①コンセントから電源アダプターを抜きます。
②パーツを洗います。
　フィルター：ゆるやかな流水（水道水）ですすいでください。
　フィルター以外：研磨剤を含まない食器用洗剤で洗い、水でよくすすぎます。

フィルターにゴミが付着し、汚れが目立ってきたら交換時期です。
きれいでおいしい水を保つため、約3週間～1ヶ月をめどに新しい
フィルターと交換してください。

【水が出にくい場合は…】
■ 水中ポンプに空気が入っていることがあります。コンセントを約10秒間隔で抜きさししてみてください。
■ 接続は大丈夫ですか？　⇒「組み立て方」（特に①②⑥）をご覧になり、接続し直してみてください。
■ 水は足りていますか？　⇒「ご使用方法」適正水位をご覧になり、不足分を注水してください。
■ 水中ポンプは汚れていませんか？　⇒「お手入れ方法」の分解メンテナンスをお試しください。

●水中ポンプのメンテナンス
インペラー部にゴミが付着すると流量が
少なくなったり、故障の原因となります。
必ず定期的にメンテナンスしてください。
※インペラーは落としたり、変形させな
いでください。異音の原因となります。

No.1

お願い

※必ず上記の専用フィルターをご使用ください。
　ご使用されない場合、水中ポンプの故障のもととなります。

【交換用フィルター（別売）】
犬用：DA-242
　　（THE・PERFECT ONE 水素サーバーセラミックファウンテンフィルター 犬用）
猫用：CT-555
　　（THE・PERFECT ONE 水素サーバーセラミックファウンテンフィルター 猫用）

Ⓐ～Ⓒのパーツをはずして水洗します。
※水中ポンプ本体は絶対に分解しないでください。
洗い終えれば、元通りに組み立てて完了です。

※インペラーをポンプ本体にセットする時は無理な力
をいれないでください。
　軸が曲がると異音が発生します。

適正水位で使用してください。
※水位が低いと水の提供ができない
うえ、異音や故障にもつながります。
　必ず水中ポンプより高い水位を保っ
てください。
※運転中に満水まで水を満たすと
　運転停止時に水位があがり、水もれ
につながりますのでご注意ください。

※交換頻度は使用状況によって
異なります。
※フィルターが汚れても洗剤で
洗わないでください。
※分解しないでください。

Ⓑインペラーカバー

水中ポンプ
本体 Ⓐインペラー

Ⓒポンプカバー

適正水位

本書はTHE・PERFECT ONE 水素サーバー
セラミックファウンテン犬用を用いて説明しています。

重要な安全に関する注意事項
火災、感電事故、傷害・損害事故を防ぐためにかならずお読みください。

ご注意

●本品はペットの循環式自動給水器（室内用）です。それ以外の用途には使用しないでください。
●お子様・ペットのいたずらなどには十分注意し、使用・保管中に危険がないようにしてください。
●感電・漏電・発火防止のため、以下の事項を守ってください。
①異常がある場合は、ただちに電源アダプターを抜きます。
　（水が出ない・水があふれる／ポンプの異常音／コードのキズなど）
②電源付近に水気は厳禁です。濡れた手で電源アダプターの抜きさしをしないでください。プラ
グ付近が濡れた場合は、元電源を切ってください。プラグ、コードが濡れた場合は電源を入れ
ないでください。
③タコ足配線を避け、電源アダプターに付着したゴミやホコリは定期的に取り除いてください。
④本体に触れる場合は、電源アダプターを抜いて電源を切ってください。（お手入れ時など）
●破損・故障防止のため、以下の事項を守ってください。
①分解・改造・修理は厳禁です。
②力・衝撃を加えないでください。コードを引っ張って、電源を切ったり水中ポンプを持ち上げな
いでください。
③新鮮な水道水を使用してください。 ※水道水以外は使用しないでください。
④水中ポンプは水中以外で動かさないでください。異音や故障の原因となります。水位にご注意
ください。
●熱湯を使用しないでください。変形や割れ、故障の原因になります。
●破損・故障・変質・変形した場合は使用を中止し、お住まいの地域の分別方法に従って廃棄して
ください。
●その他記載事項を守って、安全で清潔に使用しましょう。
●ペットのアクションによる事故や商品破損は、如何なる補償にも応じることができませんので予
めご了承ください。

保護者の方へ、必ずお読みください。

取説

お願い
◆マルカンでは、お客様やペットにより安全で楽しい商品をお届け
するため常に商品の見直しを行っております。そのためお買い
上げの時期によって同一商品にも多少の違いが生じる場合があ
りますのでご了承ください。
◆品質には万全を期しておりますが、万一不都合がございましたら、
弊社お客様相談室までお問い合わせください。

この商品は株式会社マルカンの企画・開発・管理・
基準により協力工場で製造されたものです。

Made in China
原産国：中国

https://www.mkgr.jp

〒532-0011大阪市淀川区西中島7-1-26

［製品仕様］
機 種 名
機 種 名
用　　　途
電 源 方 式
製品サイズ（重量）

流　　　量
材　　　質

原　産　国

適　合　種
適　合　種

定格消費電力

最大水容量

コ ード 長

THE・PERFECT ONE 水素サーバーセラミックファウンテン 犬用
THE・PERFECT ONE 水素サーバーセラミックファウンテン 猫用
屋内用
DC5V

1.75ℓ/分

中国（MADE IN CHINA）

超小型犬・小型犬
猫全般

1.2W

約0.5ℓ

約1.45m

［ACアダプター仕様］ For Use in Japan Only
適合アダプター名
入　　　　　　力
出　　　　　　力

WFC-1
AC100～240V（50/60hz）
DC5V/1A

本体・トップファンネル・ボウル：セラミック
フィルタートレー：ABS
フィルター：PP・抗菌活性炭・イオン交換樹脂・水素還元セラミックボール

犬用：W133×D133×H104mm（約1.2kg）
猫用：W133×D133×H110mm（約1.2kg）

※犬用で説明しています。

※水中ポンプのコネクター部分や電源
アダプターは、水に濡らさないように
ご注意ください。

※シリコンパーツが無いと水が
トップファンネルにまんべん
なく行き渡らない場合があり
ます。お手入れ後は忘れずに
再度取り付けてください。

※トップファンネル裏側の穴にセット
されたシリコンパーツを破らない   
　  ようにゆっくりと外してください。

本体

トップファンネル
（犬用）

ボウル パイプ

フィルター

フィルタートレー

水中ポンプ
電源
アダプター

コネクター部

水濡厳禁
シリコンパーツ


