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No.1

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。
※破損やケガがないように、組み立て・ご使用の際を含めて、丁寧にお取り扱いください。

安全にお使いいただくために必ずお読みください。取 扱 説 明 書

※ペットが起因する事柄についての補償はご容赦ください。本品を引っかく、噛む、かじる、倒す、などがないよう、お客様の管理のもとで
ご利用ください。
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ML-230

取 扱 説 明 書

3.取り付け方法

1.各部名称

※給餌量（目安）は約 750g/2.3ℓのドライフードを使用の場合です。
※製品改良のため、デザイン・仕様等予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。
※電池は別売です。

【製品仕様】
品 名
品 番
本体サイズ
本 体 重 量
電 源
定 格 電 圧
定格消費電力
ACアダプター

うさぎの安心オートフィーダー
ML-230
W230×D225×H395mm（食器を含めたサイズ）
1.35kg
アダプター式、乾電池式（単２アルカリ乾電池３本）
DC5V
作動時約0.36W 待機時約0.036W
入力100V（50Hz/60Hz）. 出力5V 1A

コード長さ
材 質

給 餌 設 定
給餌量（目安）
タンク容量
時 計 表 示

約1.6m

1分単位最大4回（24時間リピート）
約4g～約80g/回（0g設定可）
約750g（約2.3ℓ）
24時間表示

本体：ABS/フードタンク：PP
食器：ABS/蓋：ABS
電源コード保護チューブ：PVC

屋外や浴室内など湿気の多い場所、長時
間直射日光が当たる場所や暖房機の近く
での使用は故障•事故の原因になります。

【設置場所について】
蓋中央の【A】部分をしっかり摘んで、
蓋を上に開けてください。

【蓋の開閉について】

※閉じる際は、蓋の端部をはめた状態
からそのまま押込んでください。

2.ご使用の前に
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××

赤外線センサー付きでフードが詰まっ
た場合でも、給餌モーターに負担がか
からないように保護します。

【赤外線センサーについて】

＋

－
＋

－
＋

－

※単２アルカリ乾電池
　（別売）

※乾電池寿命は平均的なご利用方法で、約２ヶ月が目安です。寿命が近づきますと、操作パネルのローバッテリーランプが点灯しますの
で、お早めに乾電池3本すべて交換、もしくはACアダプターを差し込んでください。

※完全に電池の電力がなくなった場合は、新しい電池と交換してください。
（乾電池の寿命は、電池メーカーやフードの種類・気温等により異なります。）

本体裏面の電池蓋を開け、新しい単２アルカリ乾電池（別売）
3本を記載されている電池方向に従ってセットします。

【電池の入れ方】

●古い電池と新しい電池を同時に使用しないでください。
●アルカリ乾電池と充電池など他の電池を同時に使用しないでください。 
●長期間ご使用されない場合は電池を取り出してください。 
●ショートさせたり、分解、加熱したり、水や火の中に入れないでください。 
●万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
●マンガン電池は、本品の性能を十分に発揮できない場合がありますので、使用しないでください。
●電池は一度に新しい電池と交換してください。
●電池の＋／－の向きを正しく入れてください。
※電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。

電池ご使用上の注意 

ヒント

●アダプター式と電池式の2種類から給電方法が
選べます。（屋内専用）

●アダプターと電池を同時にセットする事で、普段
はアダプターから給電され、停電やアダプターが
外れた場合などにより、アダプターから給電でき
ない場合に自動で電池から給電します。

●電池の電力が少なくなるとローバッテリーランプ
が点灯します。

※アダプターと同時に使用した際は、ローバッテリーになってもランプは点灯
しません。定期的に電池を確認・交換してください。
※完全に電池の電力がなくなった場合は、ローバッテリーになってもランプは
点灯しません。

ヒント

●穴Bが穴Aより広いです。
●羽根車を取り付ける際に、
上記の通りセットしてくだ
さい。逆にセットすると、ス
トッパーが差し込めません。

1.羽根車をセットします。 2.ストッパーを、
奥まで差し込み
ます。
※奥まで差し込めない
時はストッパーを奥に
押し付けながら左右
に回してください。

3.ストッパーカバーを右に回転さ
せ、ロックします。

①向かって右側の溝
に凸部分を差し込み、

②向かって左側を、カチッとはめ
ます。

【羽根車の取り付け方】

【ケージへの取り付け方】

1.本体裏側に、給餌ガイドを溝に
沿って取り付けます。

2.ホルダーと固定ネジで、本体を
しっかりとケージに取り付けます。
ワイヤースリットの奥までケージ
ワイヤーが入った状態で、シリコ
ンパーツを取り付けてください。
※ワイヤー直径やワイヤー間隔に合わせて
付属の２種類（長・短）の固定ネジを使い
分けてください。

※ワイヤーの太いケージやワイヤー間隔の
広いケージは、ワイヤースリットにワイ
ヤーを通す必要はありません。

3.食器の凸部をホルダーの穴に
差し込み下へスライドさせます。
食器ストッパーを左へスライドさ
せロックします。
※右へスライドさせるとロックを解除できます。

4.給餌カバーをスライドさせ取り
付けます。一番上の凸部分にセッ
トします。
※フードの大きさに合わせてスライドさせ調
整可能です。
※跳ねやすいフードは透明カバーを下にセッ
トしてください。
※詰まりやすいフードの場合は透明カバーを
一番上にセットしてください。

横位置のケージワイヤーが挟まっている状態の場
合、フードが出にくく、詰まる可能性があります。

【フードタンクの取り付け方】 【取り付け失敗例】

約２５秒間全く操作が行われなかった場合、自動的
にボタンロックモード（液晶画面のバックライト消
灯）へ移行します。ボタンロックモードでは、ボタン
の操作は行えません。ロック解除ボタン（RESET）も
しくは設定ボタンを長押しすると、ロックが解除され、
液晶画面のバックライトが点灯します。
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設定設定
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1 電源オン
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【操作パネル各部名称】

【操作パネルボタンのロック&解除】

単２アルカリ乾電池（別売）３つを入れる、もしくはコンセントにACアダプターを差
し、商品底部分の電源ボタンをONにしてください。液晶画面表示が点灯します。

※ロック解除の方法は6ページの
【操作パネルボタンのロック&解除】をご参照ください。

2 現在時間の設定
ロックを解除した状態で設定ボタンを押し、時間表示
が点滅したら、矢印ボタンで「時間」を合わせてくだ
さい。完了したら設定ボタンを押し、次は同様に「分」
を合わせてください。再度設定ボタンを押すと、時間
設定が完了します。食事(１回目)の時間設定へ進ん
でください。

【自動給餌設定】

4.操作方法

液晶画面のバックライトが点灯している状態で、
上矢印キーを1秒間押すと一度に約4gのフード
が出てきます。

【手動給餌の方法】

NO： ① ② ③ ④

液晶画面

3 食事(1回目)時間設定
液晶画面の①は、１回目の食事時間設定であることを
意味します。①と時間表示が点滅するので、上記２.と
同様に時間を合わせてください。設定ボタンを押し時
間設定が完了したら、食事量の設定へ進んでください。

4 食事(1回目)量設定
液晶画面に「P」が表示されます。「P」の後ろに表示される
数字が、一度の食事量を表します。数字が点滅し始めたら、
矢印ボタンで量を入力してください。設定ボタンを押すと
設定が完了し、２回目の食事設定へ進みます。同様の方法
で2回目、また３回目、４回目の食事時間と量の設定を行っ
てください。４回分の食事設定が必要ない場合は、必要な
い回の食事量を「０」に設定してください。※食事量を「０」に
した場合は、「０」にした回数の表示が消えます。

5 設定の終了
ペレットフードをフードタンクへ入れてください。蓋を閉じたら、設定は終了です。
※ペレットフードを入れた後、「手動給餌」ボタンを押して正常にペレットフードが出る事を確認してください。
※ペレットフードを初めて入れた際、「手動給餌」ボタンを３回以上押してください。
※１日の給餌量は最低３回に分けて設定してください。
※ペットの食べる量を設定してください。食べ残すと、フード詰まりが生じる原因となります。

6 設定内容の消去方法について
本体底部の「ロック解除ボタン（RESET）」を１回押すとロックが解除され、液晶画面が青く点灯します。ロック
を解除した状態で「設定」ボタンを押すと時間表示が点滅します。続いて本体底部の「ロック解除ボタン」を
長押ししていただくと、給餌時間、給餌量の設定が全て消去されます。（それぞれの単独消去はできません。）
※ロック解除の詳しい方法は下記の【操作パネルボタンのロック＆解除】をご参照ください。

フードタンク・食器・羽根車のみ、本体から取り外し、水洗
いしていただけますが、本体には水がかからないようにし
てください。本体の汚れは、中性洗剤や水を含ませた布で
落とし、乾いた布で拭き取ってください。フードタンク・食
器・羽根車は、食器用洗剤で洗浄できますが、水分をよく
拭き取り、必ず乾燥させてから取り付けてください。赤外
線センサーが汚れているとフードが
出なくなります。定期的に点検と掃
除をしてください。

【お手入れの仕方】

6.サポート

蓋を開けて、フードタンクへペレットフードを入れてください。
※フードタンクが、本体にしっかり固定されているか確認して、ペレットフードを入れてください。

【フードタンクへのフードの入れ方】

5.フードのセット

ご注意

ベンジン アルコール シンナー

×××
プラスチックを痛めますので使用しないでください。

給餌量設定、給餌量の目安
P：01

約４g（１２mℓ）
P：02
約８g（２４mℓ）

P：03
約１２g（３６mℓ）

P：04
約１６g（４８mℓ）

P：05
約２０g（６０mℓ）

P：06
約２４g（７２mℓ）

P：07
約２８g（８４mℓ）

P：08
約３２g（９６mℓ）

P：09
約３６g（１０８mℓ）

P：10
約４０g（120mℓ）

P：１１
約44g（132mℓ）

P：１２
約48g（14４mℓ）

P：13
約52g（156mℓ）

P：14
約56g（168mℓ）

P：15
約60g（180mℓ）

P：16
約64g（192mℓ）

P：17
約68g（204mℓ）

P：18
約72g（216mℓ）

P：19
約76g（228mℓ）

P：20
約80g（240mℓ）

P：00
給餌しません

※上記の目安は約 750g/2.3ℓのドライフードを使用の場合です。※次回給餌設定時間までに赤外線センサーの働きにより出なかった分量はリセットされます。

※上記の目安は約750g/2.3ℓのドライフードを使用の場
合です。

※全ての設定・操作はロック解除（液晶画面のバックライト
点灯）中でないと行えません。

※設定は電池でも、ACアダプターでも可能ですが、電池とAC電源の併用をおすすめします。

ロック解除ボタン
（RESET）

設定ボタン

【困ったときは…】
現　　象 対　処　法

●単２アルカリ乾電池の残量不足の可能性がありますので、3本すべて、新しい未使
用電池と交換してください。
●ACアダプターがきちんと差し込まれているか確認してください。

液晶画面が表示されない。
（電源が入らない。）

P.６ページの【操作パネルボタンのロック解除】を確認してください。液晶画面がロックされた場合。

●単２アルカリ乾電池の残量不足の可能性がありますので、3本すべて、新しい未使
用電池と交換してください。
●設定給餌量を確認してください。
●フード出口にフードがたくさん残っている場合、フードが設定の全量出ないことが
あります。
※次回給餌設定時間まで赤外線センサーの働きにより出なかった分量はリセットさ
れます。
※フードが詰まる様になってきた場合は粉等内部を清掃してください。

設定した量のフードが出ない。

●溝に詰まったフードを取り除いてください。食器が取り外せない。

●羽根車は消耗品です。羽根が痛んできたり、曲がりが
強くなってきたら、給餌量が不安定になる恐れがあり
ます。その場合は新しい羽根車を、お近くの販売店で
お買い求めください。

給餌量が不安定。

設定時刻になってもフードが出ない。 ●設定時刻と給餌量を確認してください。
●フード出口にフードがたくさん残ってい
る場合、赤外線センサーの働きにより
フードが新たに出ない場合があります。
●赤外線センサーが汚れているとフード
が出ないことがあります。定期的に点検
と掃除をしてください。
※赤外線センサーの働きにより操作パネ
ルに「　　　　」が表示されます。
※掃除方法：綿棒で汚れを拭きとってく
ださい。
●フードが羽根車に引っ掛かって、出ない
場合があります。その際にはモーターに
負荷を掛けないため、モーターが自動的
に停止する仕組になっており、操作パネ
ルに「　　　　」が表示されます。
※「手動給餌」ボタンを押しても、フードが
出なかった場合は、細長い棒で、詰まっ
たフードを取り除いてください。
※正常モードへの戻し方
①液晶画面のバックライト点灯時手動ボタン
（RESET）を押してください。
②液晶画面のバックライト消灯時「ロック解除ボタ
ン（RESET）」を押して手動ボタンを押してください。

「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。

設定

ロー
バッテリー

手動給餌 長押し

設定ボタン

矢印ボタン
（　長押しで手動給餌）

※電源ボタンをOFFにしても、給餌設定内容と現在時刻は保存されています。
※30日以上電源をOFFにすると、設定した時刻が初期化されます。電源のONが20分以下の場合、初期化までの時間が短くなることがあります。

※フードタンクは、約750g（約2.3ℓ）です。フードの形状や比重によっ
て、タンクに入るフードの重量や体積は異なります。ご了承ください。

※本体を持ち上げる際には必ず本体底部を持ってください。
フードタンクのみを持つと外れる場合があります。

【穴B】
（広い）

●交流100V以外の電源および付属のACアダプター以外は使用しないでください。火災、感電の原因になります。
●火気や炎天下など、高温の場所に置いたりしないでください。周囲温度が10～40℃の場所で使用してください。
漏液、発熱、発火、破裂の原因になります。
●コードの破損につながる行為はしないでください。傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、
束ねたり、重い物をのせたり、挟み込んだりしないでください。火災、感電の原因になります。

●濡れた手で使用しないでください。火災、感電、ケガの原因になります。
●本体内部やプラグ接続部、ACアダプターは濡らしたり水洗いしないでください。感電、ショートの原因になります。
●風呂場、雨に当たる場所、水気・湿気の多い所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
●差し込みのゆるいコンセント、ホコリのついたACアダプターは使用しないでください。火災、感電の原因になります。
●お手入れの際はACアダプターを持って、コンセントから抜いてください。電池も外してください。
●灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあるもの、タバコの吸殻のような火の気のあるもの、トナーなどの可燃性のもの
を吸い込ませないでください。 火災の原因になります。

●分解、修理、改造は絶対にしないでください。
●自動給餌中もしくは手動給餌中には、フードが排出されるフード出口ならびにフードタンクの中に、絶対に手を入れないで
ください。ケガの原因になります。

●本体の操作など、正常に動作することを確認してからご使用ください。動作を確認しないで使用すると、留守中にフードが
出なかったり、フード詰まりなど、おもわぬトラブルの原因になります。

【　警告】

7.安全上のご注意

●本品はうさぎなどの小動物用の給餌器です。他の目的には使用しないでください。
●お子様のいたずらにはご注意ください。また、おもちゃとして遊ばせないでください。
●本品は精密機器ですので取り扱いには十分気を付けてください。
●火気や暖房器具のそばに置かないでください。火災やペットの火傷、製品の変形の原因になります。
●落としたり、衝撃を与えないでください。破損や故障の原因となる場合があります。
●水などの液体を吸い込ませないようにしてください。
●感電のおそれがありますので、製品の水洗いや湿った場所での使用、濡れた手での使用はしないでください。
●使用中、保管中ともに水が本体部分に入らないようご注意ください。保管の際は必ず湿気の少ない場所で保管してください。
●本品の組み立てやご使用に際しては、乱暴に扱いますと破損やケガの原因となりますので、丁寧にお取り扱い願います。
●ウェット・半生・セミモイストタイプのフードを入れると本体の故障やフードの腐敗、虫わきの恐れがあります。
●長期間使用しない場合は、電池を外してください。
●定期的に食器・フードタンク・羽根車の掃除をしてください。
●フード詰まりや故障が発生した場合にも対応出来るよう2日以上留守にされる場合は知人やペットシッターに様子を見ても
らうことをおすすめします。

【　注意】

＋

－
＋

－
＋

－

※単２アルカリ乾電池（別売）

AC電源

ACアダプター

保護チューブ

【穴A】（狭い）

食器ストッパー

POINT

ワイヤー
　スリット シリコンパーツ

ワイヤー
　スリット

×
NG OK

【A】

※ご購入時は、羽根車・ストッパー・ストッパーカバーは、商品に取り付けられています。

ヒント

●取り外す際は、給餌ガイド
を図の様に少し持ち上げ、
スライドさせてください。

●ケージ床面から食器までの距離
が高い場合には、別途ステップ
等をご用意ください。

ヒント

●本体内側にフードが詰まってる場合は、
キレイに掃除してください。

給餌ガイドがホルダーの下に隠れた状態の場合、
フードが食器にきちんと出ない恐れがあります。

×
NG OK

シリコンパーツをワイヤースリットに合わせて取り
付けてください。

×
NG OK

赤外線センサーは
給餌口の奥に設定

赤外線センサー
（給餌口の奥に設定）

赤外線センサー
（給餌口の奥に設定）

①

②

14.取扱説明書（本書）

【付属品】

※ACアダプターのコードの保護にご利用ください。
※コネクター部分を先頭に保護チューブにコードを入れてください。

［ 長ネジ×1・短ネジ×1］

蓋

操作パネル

1.食器

フードタンク

・フードタンク
・食器
・羽根車

本体

フードタンク

本体

5.電源コード
保護チューブ

13.電池蓋

11.コネクター

12.給餌カバー

10.ACアダプター

9.羽根車

取り外し
丸洗いOK

3.給餌ガイド
2.シリコンパーツ

4.固定ネジ

6.ホルダー

8.ストッパー
7.ストッパーカバー

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

うさぎの安心

オートフィーダー

※遠赤外線センサーの働きにより操作パネルに
「 」が表示されます。
※8ページ【困ったときは…】参照。
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●ペレットフード専用です。

●屋内専用です。

※適合サイズであってもベタツキや粘着性があるフードや異形
・特殊形状のドライフードはフード詰まりを生じる場合があり
ます。様子を見ながらご使用ください。
※ペレット以外のフードは、ご使用できません。

3mm
以下

17mm以上

使えるフードの形 使えないフード

うさぎの安心オートフィーダー用羽根車
（品番：PML-230-1）


