
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
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ニッソーでは、本品をより便利にお使いいただく為、アプリ等の見直しを行なっております。ホームページの本品の説明
等と本取扱説明書と差異が生じる場合がありますが、ホームページの説明等が最新となりますのでご了承ください。

ヒント

本品の操作には専用アプリとWiFi環境が必要です!※

取 扱 説 明 書



【付属品】

【製品仕様】

Wi-Fi設定/手動給餌ボタン

本体

電源表示ランプ

蓋

フードタンク

給餌量調節スライドカバー

1.各部名称

1.アダプター 2.USBケーブル 3.面ファスナー 4.取付スタンド

用 途

対応スマートフォン
無   線   規   格
無線LANセキュリティ

IEEE802.11 b/g/n
WPA.WPA2セキュリティモード

※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

屋内観賞魚飼育用自動給餌器
品 名 NISSO Wi-Fi スマートフィーダー

1.5W
DC5V
本体、フードタンク、蓋、取付スタンド：ABS
対応OS：iOS９～、Android4.4～

消   費   電   力
電   源   方   式
材 質
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9.安全上のご注意

●５Vの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。 
●本体内部やアダプター接続部、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。 
●お手入れの際はアダプターをコンセントから抜いてください。 
●分解、修理、改造は絶対にしないでください。 
●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、留守中に餌
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。 

【　注意】

●本品は屋内観賞魚飼育用の自動給餌器です。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。  
●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。 
●長期間使用しない場合は、USBケーブルを外してください。 
●定期的にフードタンク•蓋の掃除をしてください。 
●餌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に様子を見てもらうことをおす
すめします。 
●本品をご使用いただくにはスマートフォンと無線LAN（Wi-Fi環境）とインターネット接続が必要です。（2.4GHz専用
です。5GHzではご利用いただけません。）



【設置場所について】

●水槽枠の厚みが35mm以上の場合
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2.ご使用の前に

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。
●安定した通信環境を維持するため、WiFi機との距離は8m以内をおすすめします。
WiFi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内が目安です。

【水槽枠への取付方法】
取付スタンドと面ファスナーの2通りあります。
本体が安定するように、取付スタンドまたは面ファスナーで水槽に設置してください。

①本体底面に取付スタンドを取り付けてください
※角A（写真1参照）を先に合わせ（写真2参照）、強く押し込んで取り付けてください

②取付スタンドのネジを緩めてください
③水槽枠に取付スタンドをはめて、ネジを回して固定してください

水槽枠の厚みが34mm以下の場合は、取付スタンドで水槽枠に取付してください。

①面ファスナーを外し、テープ背面のシール
をはがして水槽の平らな場所と本体の底
面に貼り付けてください
※拭いてから貼り付けてください
②水槽側の面ファスナーと、本体側の面ファ
スナーを貼り合わせてください
※必ず面ファスナーが濡れておらず、異物が
挟まっていないことを確認してください

水槽枠の厚みが35mm以上の場合は、面ファスナーで水槽枠に取付してください。

面ファスナー
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【お手入れの仕方】

【困ったときは…】

フードタンク・蓋は、本体から取り外し水洗いしていただけますが、本体に水がかから
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。定期的に掃除をしてください。
※プラスチックを痛めますので、（ベンジン、アルコール、シンナー）は使用しないでく
ださい。

8.サポート

現　　象 対　処　法

●USBケーブル、アダプターが差し込まれていることを確
認してください。

電源が入らない。

●アプリの設定時刻を確認してください。
●フードタンクが汚れているとフードが詰まることがあ
ります。フードタンクの給餌口を確認し定期的に掃除
をしてください

設定時刻になっても
フードが出ない。

●Wi-Fi 機との距離を確認してください。
※距離が近すぎたり、離れすぎるとうまく接続できない
場合があります
●スマートフォン（端末）と本体の操作法の【 Wi-Fi接続】
の通り、再度試してください。 
●無線 LAN（Wi-Fi 環境）に異常がないかをチェックして
ください。 
●本体の電源が入っているかを確認してください。
●デバイスの追加画面右上にある
互換モードを試してください。
※Wi-Fi スマートフィーダーの
ボタンを2回長押しすること
で遅い点滅になります

端末と本体がつながら
ない。

※無線LAN（Wi-Fi環境）に関するお問い合わせは、おつかいのWi-Fi機器メーカーの無線LANサービスご契約先にお問い合わせください。

●水槽枠の厚み34mm以下の場合
写真1 写真2角A

角A

角B

※角Bよりも角が丸い



【給餌量調節方法】

7.餌のセット

本体からフードタンクを矢印方向にひっぱって取り外してください。

蓋の ○ 部分（写真参照）を押しながら ➡ の方向に取り外し餌を入れてください

給餌量調節スライドをカバーの ○ 部分（写真参
照）を押しながらスライドしてください。
※餌の種類や形状により、給餌量にばらつきが
出る場合があります
※必ず手動給餌にて、給餌量をご確認ください
※1辺が4mm以上の餌は詰まる恐れがあります

ココに餌を
入れてください

ココを押す

5.給餌設定3.初期設定

03

①電源オン
本体にUSBケーブルやアダプターを使用して、コンセントに差してください。

②アプリのダウンロード
 １.iPhone をご使用の方はApp Storeに、アンドロイドをご使用の方はGooglPlayに
“NISSO”と検索して“NISSO  ”というアプリをダウンロードしてください。

2.右のQRコードを読み込んでダウンロードしてください。
※アプリのバージョンについては、
マルカンのホームページをご確認ください

③アプリの新規登録

１.アプリ起動画面の「登録」を
タップし、プライバシーポリシ
ーに同意すると新規アカウン
ト作成画面へ移動します。
メールアドレスまたは携帯電
話番号を入力し、「照合コード
の取得」をタップしてくださ
い。

2.登録したメールアドレスま
たは携帯電話番号に送られ
てくる照合コードを入力して
ください。

3.パスワードを設定し、「完了」
をタップしてください。
「家族を作成」をタップしてく
ださい。
家族名称を入力して「完了」を
タップしてください。

◀ ◀

08

メールアドレス

NISSO

完了

照合コードの取得

ココをタップ

ココをタップ

App Store Google Play

照合コードの取得
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4.接続方法

【アプリログイン】
新規登録したアカウントとパスワードを入力
し「ログイン」ボタンをタップします。

【Wi-Fi接続】

１.アプリ右上の「+」を
タップしてください。
「Wi-Fiスマートフィー
ダ」ーをタップしてくだ
さい。

2.本体のWi-Fi設定ボ
タンを長押ししてくだ
さい（写真参照）ランプ
が点滅したら「次へ」を
押してください。

※Wi-Fi設定ボタン長
押しでランプ点滅

3.ご使用になるWi-Fi
を選択しWi-Fiを入力
してください。

「確認」をタップしてく
ださい。

◀ ◀ ◀

4.Wi-Fiとの接続が始
まります。※電波状況
により接続に時間がか
かる場合があります。
100%になったら接続
完了です。「完了」をタッ
プすると給餌設定画面
に切り替わります。
※Wi-Fi接続の手順を
繰り返し行うことで最大
1000台まで接続でき
ます

NISSO@mkgr.jp

・・・・・・・・

Marukan

NISSO
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スイッチ（手動給餌）

「スイッチ」をタップまたは、Wi-Fiスマートフィーダーのボタンを押すと、給
餌されます
※必ず手動給餌にて給餌量の調節を行ってください

カウントダウン

給餌までの残り時間を設定できます。
１.「カウントダウン」をタップ
2.時間を設定し「confirm」をタップ
3.設定した時間経過すると給餌が始まります

◀

or

Marukan

NISSO

次へ 確認 完了

ログイン

ココをタップ

ココをタップ ココをタップ ココをタップ

ココをタップ

ココをタップ

ココをタップ
ココをタップ

ココをタップ



画面下の「個人設定」
をタップしてください。

「グループの管理」を
タップしてください。
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5.家族設定（複数のアカウントでの共有管理設定）

給餌時間を設定して、自動給餌の設定ができます。
１.「タイマー設定」をタップしてください
2.「タイマーの追加」をタップしてください
3.給餌時間を設定後、「保存」をタップしてください
※曜日ごとに繰り返すかどうかの設定ができます。曜日は複数選択すること
ができます。
※スイッチがONになっていないと、給餌されません
※同じ時間に給餌できる回数は一回です。続けて給餌したい場合は、時間を
　１分以上ずらしてください

タイマー設定

◀◀

6.給餌設定
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メンバーを追加したい
グループをタップして
ください。
※「家族の追加」をタッ
プするとグループを増
やすことができます◀

「メンバーを追加」を
タップしてください。
※最大で100人まで
追加することができ
ます

◀

名前、アカウント番号
を入力し、「完了」をタ
ップしてください。

追加したいアカウント
でログインし、追加し
たグループをタップし
て参加してください。

◀

◀

◀

グループの管理

NISSO2

NISSO@mkgr.jp

ニッソー

家族の追加

メンバーを追加

NISSO@mkgr.jp

NISSO2
NISSO@mkgr.jp

ココをタップ

ココをタップ

ココをタップ

ココをタップ

ココをタップ

ニッソー

ココをタップ

ココをタップ


