
No.1
この商品は株式会社マルカンの企画・開発・管理・
基準により中国協力工場で製造されたものです。

Made in China
原産国：中国

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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●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。
●濡れた手で使用したり、濡れた被毛に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、餌詰まりなど、おもわぬトラブルの原因になります。

【　警告】

6.安全上のご注意
CT-397

●本品は犬•猫用の給餌器です。他の目的には使用しないでください。
●本体の倒れ防止の為、ヤンチャなペットには壁ぎわに置くことをおすすめします。
●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•フードタンクの掃除をしてください。
●エサ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】

取 扱 説 明 書



※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。）

本体が傾く場所•ガタガタ安定しない場所、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】

本体底面の電池蓋を開け、新しい単一アルカリ乾電池（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】

赤外線センサー付きで食べ残し時も
フードの出過ぎを防止します。

【赤外線センサーについて】
両サイドのフックを押しながら食器を本
体へ差し込みセットします。外す際も同
様に、両サイドのフックを押しながら、
外してください。

【食器の取り付け方】
開閉ボタンを押し蓋を開けて、フードの
投入や設定を行なってください。

【蓋の開き方】

2.ご使用の前に

●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 

＋

－＋

－＋

－

※単一アルカリ乾電池
　（別売）

×
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フードタンク•食器は、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】

5.サポート

開閉ボタンを押し蓋を開けて、フードタンクへドライフードを入れてください。

【フードタンクがうまく本体に入らない場合】
●フードタンクにフードが入ってる時
　フードタンクを本体に入れたまま手動給餌操作を行なって
　ください。
●フードタンクにフードが入っていない時
　フードタンクの羽根車を回してください。

※フードタンクには、約4.3ℓの餌が入りますが、餌の形状や
比重によって、多少誤差が出ます。ご了承ください。

【フードタンクへの餌の入れ方】

4.餌のセット

●大粒タイプや粒の一辺が5mm以下または、
15mm以上のドライフードは、ご使用できません。
●半生•セミモイストタイプのフードは、ご使
用できません。

●缶詰などウェットタイプのフードは、ご使用
できません。

●屋内専用です。

ご注意 

ヒント

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。

※本体の倒れ防止の為、ヤンチャなペットには壁ぎわに置く
ことをおすすめします。

開閉ボタン

赤外線センサー

フードタンクの羽根車

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。



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。設定ボタンを1秒間押すと、ロックが解除され、液晶画面が点灯します。

NO： ①

設定設定

設定

NO： ① ② ③ ④

マイク 録音/
ローバッテリー

録音 録音
再生

NO： ① ② ③ ④

マイク 録音/
ローバッテリー

録音 録音
再生

NO： ① ② ③ ④

1 電源オン

NO： ① ② ③ ④

設定

NO： ① ② ③ ④

設定

NO： ①

設定

NO： ①

設定
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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】

単一アルカリ乾電池（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。

電源ボタンをOFFにすると、給餌設定内容は保存されていますが、現在時刻がリセットされますので、
必ず再度設定してください。

※ロック解除の方法は4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】

3.操作方法

＋

－＋

－＋

－ 単一アルカリ乾電池（別売）

液晶画面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10gのフードが出てきます。

【手動給餌の方法】

1秒
押す

マイク 録音/
ローバッテリー

録音 録音
再生 設定

ロック解除
設定 長押し

手動給餌

長押し

NO： ① ② ③ ④

録音ボタン
録音再生ボタン

設定ボタン

矢印ボタン

液晶画面

（長押しでロック解除）

（　長押しで手動給餌）

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 録音と再生
録音ボタンを長押しすると、「録音/ローバッテリー」
上のランプが点灯すると同時に録音が開始されます。
長押ししたまま、「マイク」上の小さな穴へ向かって話
してください。最長10秒までの録音が可能です。録
音が完了したら、録音ボタンを離してください。液晶
画面が、録音の完了「　 」を表示します。録音再生ボ
タンで確認ができます。

6 設定の終了
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。
※フードを入れた後、「手動給餌」ボタンを押して正常にフードが出る事を確認してください。

ONOFF

給餌量設定、給餌量の目安
P：01
約10g
（24mℓ）

P：02
約20g
（48mℓ）

P：03
約30g
（72mℓ）

P：04
約40g
（96mℓ）

P：05
約50g

（120mℓ）

P：06
約60g

（144mℓ）

P：07
約70g

（168mℓ）

P：08
約80g

（192mℓ）

P：09
約90g

（216mℓ）

P：10
約100g
（240mℓ）

P：00
給餌
しません

※液晶画面が点灯中に指を離してください。2秒以上押し続けると液晶画面が消灯しロック状態になります。

※上記の目安は約直径 6mm/厚み 4mm、約240ml/100g 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。

※上記の目安は約直径 6mm/厚み4mm、約240ml/100g のドライ
フードを使用の場合です。

※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。

ACアダプター

保護チューブ

AC電源
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【困ったときは…】
現　　象 対　処　法

●単一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。）

●フードタンクが空になったら、アラーム音が鳴る仕組みになっております。
　操作パネルのロック解除ボタンを押すと、音が消えます。
●ACアダプターを使用していない状態で電池が消耗するとアラーム音はなりません
のでご注意ください。

本体から音が鳴る。

●単一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。ペットが食べて減ると続けてフードが出ます。
※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。

設定した量のフードが出ない。

設定時刻になってもフードが出ない。

コネクター

蓋
開閉ボタン

フード出口

1.食器

2.フードタンク（内蔵済み）

5.取扱説明書（本書）

3.ACアダプター

4.電源コード保護チューブ

食器
ACアダプター
電源スイッチ
電池ソケット

操作パネル

フードタンク

電池蓋

01

※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。

【付属品】 【製品仕様】

1.各部名称

取り外し
丸洗いOK

取り外し
丸洗いOK

品 名
品 番
商品サイズ
本 体 重 量
電 源
定 格 電 圧
定格消費電力
ACアダプター
コード長さ
材 質

給 餌 設 定
給 餌 量
タンク容量
時 計 表 示
録 音 時 間

ペット用オートフィーダー
CT-397
W245×D300×H380mm
2.16kg
アダプター式、乾電池式（単一アルカリ乾電池3本）
DC5V
作動時約1.2W 待機時約0.3W
入力100V（50Hz/60Hz）. 出力5V 1A
約1.5m

１分単位最大4回（24時間リピート）
10g～100g/回（0g設定可）
4.3ℓ（約1.5kg）
24時間表示
10秒

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

※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。

赤外線センサー

●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。
※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。「設定」ボタンを押して「手動給餌」ボタンを押すと
正常モードに戻ります。
※「手動給餌」ボタンを押しても、フードが出なかった場合は、フードタンクを取り外
して、詰まったフードを取り除いてください。

「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。

NO：
EE EE


