
猫用の場合

猫用犬用

猫用トップ
ファンネル

犬用トップファンネル
（抗菌加工）

猫用
トップファンネル
（抗菌加工）

犬用トップ
ファンネル

トップファンネル

水中ポンプ
この◯部分をしっかり
合わせてください。

猫用の場合

ボトルキャップ

ねじ込む

ボトルホルダー

ツメ

Oリング

本体（抗菌加工）
水中ポンプ

電源アダプター

コネクター

コードカバー ボトルホルダー

コードカバー

コード穴

ボトルホルダー

コードカバー

コネクター

水中ポンプ

取り付け
ガイド

電源コード保護チューブ

チューブ穴

水位線

フィルター

フィルタートレー

ボトルキャップ フィルタートレー（抗菌加工）

フィルター

フック

※2本のツメをボトルホルダーの穴に合わ
せて差し込んでください。
※取り外し方はペットボトルをフック側に少
し傾けながらフックを押さえ引き上げる
と簡単に取り外せます。
※まれにボトルキャップに適合しないペットボトルも
あります。また、適合しても水漏れする場合は別
のペットボトルをご使用ください。

図のようにコードを
コードカバーの切れ
込みにおさめます。

※水の流れがトップファンネル全体に行きわたら
ない時は、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。

［確認］トップファンネルと水中ポンプはしっかり接続
　　　できていますか？ 
※給水機能にかかわりますので、トップファンネルと水中
　ポンプとの接続部分がずれないように調節してください。

電源コード保護チューブ

Oリング

〈取扱説明書〉

セットの
内容

DA-172 CT-533
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。

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

※犬用トップファンネル／猫用トップファンネルのいずれかを付属しています。

① 水中ポンプを本体の取り付けガイドに合わ
せて取り付け、コネクターを本体のコード
穴に通した後、コードカバーでコードを抑
えます。

② コードカバーの穴にボトルホルダーを取り付
けます。 ③ 水を本体の水位線まで入れ、フィルタート

レー・フィルターの順に本体に取り付けます。
※フィルターは柔らかい面を上にしてセット
します。

④ トップファンネルをフィルタートレーの穴に
差し込み、水中ポンプの突起部分に取り付
けます。

⑤ 市販のペットボトル（500ml）に水を入れ、
Oリングを取り付けたボトルキャップを取り
付けます。ペットボトルを上下逆にし、ボト
ルホルダーにカチッと音がするまで差しこみ
ます。

⑥ 下図のようになれば完成です。電源アダプ
ターに水中ポンプのコネクターを取り付けて
から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。

電源コード保護チューブに
水中ポンプのコネクターを
通し、図のように電源コー
ド保護チューブを本体の
チューブ穴に差しこみます。

注）必ず５００㎖以下のペット
ボトルをご使用ください。
本体の破損や水もれ・転
倒の原因となります。

※床が水平な場所に設置して
ください。水平でない場合
は水こぼれの原因になりま
すのでご注意ください。

※ペットボトルは付属しません。市販の500㎖以下の物をお買い求めください。

The・Perfect One
ザ・パーフェクトワン   水素サーバーファウンテン

for
DOG

for
CAT

※すべての細菌の増殖を抑えるものではありません。
※付着汚れには十分な効果を得られない場合があります。汚れの洗浄などをお願いします。

［抗菌加工について］
抗菌加工のパーツの表面に付着した細菌の増殖を抑制します。



min

max

［商品仕様］

For Use in Japan Only

品　　　　名
品　　　　名
定格電圧/周波数
定格消費電力

電 気 代
ACアダプター
本体サイズ
本 体 重 量
容　　　　量
コードの長さ

材　　　　質

THE・PERFECT ONE 水素サーバーファウンテン 犬用
THE・PERFECT ONE 水素サーバーファウンテン 猫用
AC100V（50/60Hz)
50Hz時 約4.8W/60Hz時 約4.0W
1日当り約3.12円　電気料金50Hz/1kwh=27円の場合

入力：AC100V．出力：AC12V300mA
W224×D271×H127mm
約866g
本体約1.5ℓ+追加ボトル500㎖
約1.85m
本体・フィルタートレー・コードカバー：PP
トップファンネル：ABS　
フィルター：PP・活性炭・イオン交換樹脂・水素還元セラミック
ボール・ポリエステル・不織布・ボトルホルダー：ABS
ボトルキャップ：PP・シリコン・ステンレス
Oリング：EVA
電源コード保護チューブ：PVC

※使用環境や電力会社、契約内容によって変わります。

取説

猫用トップ
ファンネル

電源コード保護チューブ

本体

水中ポンプコネクター

コードカバー ボトルホルダー ボトルキャップ

Oリング

フィルタートレーフィルター
犬用トップ
ファンネル

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

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。

●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。
●熱湯を使用しないでください。変形や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。

●電源アダプターをさし込んで
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
コンセントにさし込みます。
　ＡＣ100Ｖ（一般家庭用）を使用
してください。
●ペットボトルに水がなくなったら
補充してください。
●飲み水は毎日全量を交換してく
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。    

【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①④）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。

適正水位

※犬用で説明しています。

ポンプについた水流調節ツマミで水の出方を変
える事が出来ます。水流調節スライダーをmax
にすると強く、minにすると弱くなります。
※最初はMAXの水流になっています。水の流
れが強すぎて水もれ、飛び散りが生じる場合
は調節してください。
※水流が弱いとカバー全体に水が流れないこと
があります。

水中ポンプ
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、故障に
もつながります。
　必ず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。

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。

お願い

●フィルターが汚れてきたら

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。）
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。
※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。

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、新しいフィルターと交換してください。

●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。

※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-173
　　（THE・PERFECT ONE 水素サーバーファウンテンフィルター 犬用）
猫用：CT-534
　　（THE・PERFECT ONE 水素サーバー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。

※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。

No.1

水中ポンプ本体
（分解しないでください）

Ⓐインペラー

Ⓑインペラーカバー

Ⓒポンプカバー

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。

※犬用で説明しています。

ご使用方法 本書はTHE・PERFECT ONE 水素サーバー
ファウンテン 犬用を用いて説明しています。

保護者の方へ、必ずお読みください。

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


