
ろ過材のセット6ろ過槽内の水の流れと純正ろ過材5

【純正ろ過材について】

機種毎に下記のろ過材がセットされています。
海水魚飼育など、飼育魚によって市販のろ過材を追加するなどの調整をしてください

水槽から吸込んだ飼育水は、いったんろ過槽の底へ。
底から各ろ過材を通り、浄化された飼育水が水槽へ
戻されます。

【ろ過材の洗浄】

モーターヘッドの取り付け7

モーターヘッドの取り外しができたら、全てのろ過材を軽く水洗いします。
ビニール袋入りのろ過材は、必ずビニール袋より取り出してご使用ください。
水洗いが終わりましたら、「５．ろ過槽内の水の流れと純正ろ過材」と下図を参考に再セットしてください。

モーターヘッドを、図にようにフィルターケースに乗せます。

図のように、フィルターケース四隅のロックレバーで、モーターヘッドを固定します。
※フィルターケースとモーターヘッドが、しっかりと固定されていないと、水漏れの原因になります
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ストロングマスター25 ストロングマスター45

〈上段〉
細目白マット・1枚
粗目黒マット・1枚
パワーカーボン90g・2袋

〈下段〉
パワーリング・400cc
粗目黒マット・1枚

〈上段〉
細目白マット・1枚
粗目黒マット・1枚
パワーカーボン90g・3袋

〈下段〉
パワーリング・800cc
粗目黒マット・1枚

警告

注意

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

安全のため以下の事項を必ずお守りください。

ラインナップ2

1

部品名称とセット数量3

電気部品に水や塩分などがかからないようにしてください。
コンセントや電源プラグの刃や刃と刃の間に、水や塩分ほこりなどがつくと、トラッキング現象（注1）が起こり、火災の原因となります。定期的に点検し
掃除してください。

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当る所で使用しないでください。
浴室や浴室の出入り口近く、調理台の近く、温室などで使用すると、電源プラグや電気器具が腐食したり、故障やトラッキング現象（注1）が起こり、火災、
感電の原因となります。

次の時は、電源プラグを抜いてください。
電源プラグを抜くときは、ぬれた手でさわらないでください。感電の原因となることがありますので、水槽内に手を入れる時、セットする時、魚を出し入
れする時、点検や掃除をする時、器具を移動する時、地震の時などは電源プラグを抜いてください。
屋内の観賞魚用水槽以外には使用しないでください。
屋外（ベランダ、バルコニーなども含む）や雨・雪が吹き込む所で使用したり、観賞魚用水槽以外に使用すると、火災や感電、故障の原因となります。

正しい電源電圧で使用してください。
電源はAC100Vで使用してください。それ以外の電源で使用すると火災や感電、故障の原因となります。

コンセントの位置に注意してください。
コンセントに水滴がかかったり、水がコードを伝わってぬれると火災、感電の原因となります。水槽より十分高く、離れた位置に
あるコンセントをご使用ください。やむを得ず、水槽より低い位置のコンセントを使用するときは、水切り用のトラップを設けて
ください。

水切り用の
トラップを設ける

トラップ

コードを傷めたり、傷めたまま使用しないでください。
コードは固定しない、狭まない、加工しない、傷つけない、無理に曲げない、引っ張らない、重いものをのせない、
たばねたまま使用しない、加熱しない、水・油・薬品などをかけないでください。コードが傷むと火災や感電の原因になります。
改造して使用しないでください。
パーツなどの改造や取扱説明書に書かれていない使い方をしないでください。火災や感電、水漏れなど事故の原因となります。
異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
本製品から煙りや異臭、異常音などが認められた場合は、直ちにコンセントから電源プラグを抜いて使用を中止してください。

直射日光が当たる、熱がこもる、周囲温度が高くなるなどの場所への設置は避けてください。モーターが高温になり故障の原因となります。

お手入れの際、40℃以上のお湯や洗剤、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。

フィルターケース底部のゴムラバーにより、設置のあとが付くことがあります。設置場所に注意してください。
プラスチック製品ですので、変質・変形することがあります。洗剤は魚が死ぬ原因となりますので、使用しないでください。

コンセントとの抜き差しは電源プラグを持って抜いてください。
電源コードが傷つくと火災・感電の原因となることがあります。コンセントから電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らないで電源プラグを持って抜い
てください。

セットが終了する前に通電しないでください。
全てのセットが終わらないうちに通電するとモーターの故障原因になったり、ホースや循環装置の配管が不完全な場合、水漏れ等による感電・故障の原
因となることがあります。

人通りの激しい場所や不安定な場所に設置しないでください。
物がぶつかったり、倒れたりすると本体の破損や水漏れの原因となります。また小さなお子様がいたずらしないように注意してください。

注1）プラグの刃や刃と刃の間に水分やほこりが付くと、刃と刃の間に電流が流れ、発火する現象。

電気製品の近くでは使用しないでください。
お手入れの時や誤った使い方をした時などに水がかかる恐れがあり、火災や感電、電気製品の故障の原因となることがあります。
※電気製品などに水がかかり故障や事故が発生した場合の補償はいたしません。

製品を傾けたり、横倒しにしての使用はしないでください。
傾けたり、横倒しにしたまま使用すると故障したり、水漏れを起こし火災や感電の原因となることがあります。

運転中に本体を分解したり、部品をはずさないでください。
運転中はロックレバーを緩めたり、はずしたりしないでください。水の噴出や水漏れの原因となります。特に小さなお子様には触れさせないようご注意
ください。お手入れなどで分解する場合は、取扱説明書に従って行ってください。

直接日光の当たるところや、周囲温度の高い所に設置しないでください。

プラグを中途半端に差し込んでの使用や、タコ足配線はしないでください。
コンセントから抜けやすくなり、電気抵抗が大きくなって発熱し、火災の原因となることがあります。

製品の移動は注意して行ってください。
取り出しや据え付けのときは、本体を両手でかかえて転倒させないよう注意して行ってください。転倒させると、けがや故障の原因となります。

index

■誤った使用方法、管理不十分などによる事故、魚・水草などの生体の病気、死亡、枯死などについては、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
■尚、本品は品質向上のため、予告なく仕様等変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
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NISSO ストロングマスター

適合水槽
（適応水容量）

ろ過槽容量
最大流量（無負荷）・50/60Hz
最大揚程・50/60Hz
適合ホース口径
電源コード長
本体サイズ
定格電圧
定格消費電力

淡水
海水

～75cm（150L）
～60cm（60L）

約4.8ℓ
720/800（L/ℓ）
約130（cm）

直径：内12mm、外16mm
約1.5m

W186×D186×H330mm
100V・50/60 Hz
10.1/11.5W

～90cm（200L）
～75cm（150L）

約6ℓ
720/800（L/ℓ）
約130（cm）

直径：内12mm、外16mm
約1.5m

W186×D186×H395mm
100V・50/60 Hz
10.1/11.5W

～120cm（250L）
～90cm（200L）

約9.6ℓ
1320/1400（L/ℓ）
約130（cm）

直径：内16mm、外22mm
約1.5m

W226×D226×H385mm
100V・50/60 Hz
17.5/20.3W

～150cm（400L）
～120cm（250L）

約12ℓ
1320/1400（L/ℓ）
約130（cm）

直径：内16mm、外22mm
約1.5m

W226×D226×H460mm
100V・50/60 Hz
17.5/20.3W

20 25 40

・適合水槽（適応水容量）は、飼育する魚種や匹数により異なります。

ストロングマスター15

①本体、②ホースヘッド、③伸縮パイプ、④ストレーナー、⑤ホース（内径φ12mm）1.5ｍ2本、⑥ろ過材おさえ、⑦ろ過材バス
ケット2ヶ、⑧ホースクリップ（短）８ヶ、⑨ホースクリップ（長）8ヶ、⑩吸盤8ヶ、⑪細目白マット、⑫粗目黒マット、⑬パワーリング、
⑭パワーカーボン2ヶ、⑮U型排水パイプ、⑯U型吸水パイプ、⑰パイプキャップ、⑱シャワーパイプ

①本体、②ホースヘッド、③伸縮パイプ、④ストレーナー、⑤ホース（内径φ12mm）1.5ｍ2本、⑥ろ過材おさえ、⑦ろ過材バス
ケット3ヶ、⑧ホースクリップ（短）８ヶ、⑨ホースクリップ（長）8ヶ、⑩吸盤8ヶ、⑪細目白マット、⑫粗目黒マット、⑬パワーリング、
⑭パワーカーボン2ヶ、⑮U型排水パイプ、⑯U型吸水パイプ、⑰パイプキャップ、⑱シャワーパイプ

ストロングマスター20

①本体、②ホースヘッド、③伸縮パイプ、④ストレーナー、⑤ホース（内径φ16mm）1.5ｍ2本、⑥ろ過材おさえ、⑦ろ過材バスケッ
ト2ヶ、⑧ホースクリップ（短）８ヶ、⑨ホースクリップ（長）8ヶ、⑩吸盤8ヶ、⑪細目白マット、⑫粗目黒マット、⑬パワーリング、⑭パワー
カーボン3ヶ、⑮U型排水パイプ、⑯U型吸水パイプ、⑰パイプキャップ、⑱シャワーパイプ

ストロングマスター25

水槽から（IN）水槽から（OUT）

◎細目白マット
細かなゴミを取り除く“物理ろ過”
とともに、ろ過バクテリアの住みか
となり“生物ろ過”をおこないます。

◎粗目黒マット
比較的大きなゴミや魚の糞などを取
り除く“物理ろ過”とともに、ろ過
バクテリアの住みかとなり“生物ろ
過”をおこないます。

◎パワーカーボン
飼育水のニゴリや黄ばみの原因を取
り除く“吸着ろ過”をおこないます。

◎パワーセラミックリング
ろ過バクテリアの定着率の高い多孔
質構造ですぐれた“生物ろ過”を発
揮します。

〈上段〉
細目白マット・1枚
粗目黒マット・1枚

〈中段〉
パワーカーボン90g・2袋

〈下段〉
パワーリング・400cc
粗目黒マット・1枚

〈上段〉
細目白マット・1枚
粗目黒マット・1枚

〈中段〉
パワーカーボン90g・3袋

〈下段〉
パワーリング・800cc
粗目黒マット・1枚

設置条件とモーターヘッドの取り外し方4

【設置場所】

本製品は、水槽より低い位置に設置してください。
ただし、水槽水面と本製品本体底部との高低差は、
最大150ｃｍ以内でご使用ください。

【モーターヘッドの取り外し方】

コネクターレバーを押し上げ、コネクターを
取り外します。

本体四隅のバックルを外上側へ押し上げ、
外します。

モーターヘッドを外します。

水槽

①本体、②ホースヘッド、③伸縮パイプ、④ストレーナー、⑤ホース（内径φ16mm）1.5ｍ2本、⑥ろ過材おさえ、⑦ろ過材バスケット3ヶ、
⑧ホースクリップ（短）８ヶ、⑨ホースクリップ（長）8ヶ、⑩吸盤8ヶ、⑪細目白マット、⑫粗目黒マット、⑬パワーリング、⑭パワーカーボン3ヶ、
⑮U型排水パイプ、⑯U型吸水パイプ、⑰パイプキャップ、⑱シャワーパイプ

ストロングマスター40

■水槽でご使用の全ての電気器具の設置作業が完全に終了するまで、水槽でご使用の全ての電気器具に通電しないでください。

150cm

水面位置

水槽台

フィルターケース

モーターヘッド底の凸部
が、ろ過材おさえの吸水口
に入るように位置を合わ
せます。

モーターヘッド

ロックレバーを
上に持ち上げ、
モーターヘッド
凹部に引っ掛け
ます。

モーターヘッド
底の凸部

ロックレバー

取扱説明書
この度は、「ストロングマスター」をお買い上げいただきまして誠にありがとうござ
いました。正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお
読みください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

STRONGMASTER
E X T E R N A L F I L T E R

外部式フィルター　ストロングマスター

ろ過材バスケット

フィルターケース

吸水口

ろ過材おさえ

■ 安全のため必ずお守りください
■ ラインナップ
■ 部品名称とセット数量
■ 設置条件とモーターヘッドの取り外し　　
■ ろ過槽内の水の流れと純正ろ過材
■ ろ過材のセット
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■ ホースヘッドの取り付けについて
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■ ホースの取り付け方
■ Oリング・パッキンの取り替え
■ 水槽への設置

■ 始動の仕方
■ 日常のメンテナンス
■ 専用パーツ
■ 故障かな?と思った時は
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淡・海水両用



吸水・排水パイプの組み立て方9
【設置場所】

【ホースヘッドの取り外し方】

・ホースヘッドレバーを手前に引き、立てた状態にします。この状態で吸排水口は閉まった状態になりますので、
モーターヘッドからホースヘッドを外しても、水槽の水が流れ出ることはありません。
・ホースヘッドを、モーターヘッドから真上に引き抜いてください

写真のように接続します。
※水漏れしないように、しっかりと組み立ててください

U型吸水パイプ

U型排水パイプとL型パイプは接続した状態で
梱包されています。

ホースを
つなぎます。

〈吸水パイプ〉 〈排水パイプ〉

〈モーターヘッド〉 〈ホースヘッド〉

ストレーナー

伸縮パイプ

【ホースヘッドの取り付け方】

・ホースヘッドレバーを、写真のように手前に引き、立てた状態にします。
・モーターヘッドの凹部に、レーバーを立てたホースヘッドを真上から差し込みます。
・ホースヘッドを真上から押さえ、次にホースヘッドレバーを、図のように寝かせた状態にするとロックされます。
ホースヘッドを上方向に引き、抜けないことを確かめてください。

ホースヘッドを真上から差し込む ホースヘッドレバーを倒す

ホースを本製品から取り外すことなく、簡単にメンテナンスが行えます。
ホースヘッドレバーを引くと、ホースに繋がる吸排水口が閉まりますので、ホースをホースヘッドに付けたまま、モーター
ヘッドから外すことができます。

ホースヘッドの取り付けについて8

ホースヘッド

ホースヘッドレバー

モーター
ヘッド凹部

U型排水パイプ

Ｌ型パイプ

パイプキャップ

シャワーパイプ
・15、20は、2本。
・25、40は、3本。

ホースの取り付け方10

Oリング・パッキンの取り替え11

吸水パイプ、排水パイプ、ホースヘッドをホースで繋ぎます。
ホースがキチンと取り付けられていないと水漏れの原因になります！ 注意しましょう!

Oリングやパッキンは、水漏れを防ぐために、1～2年を目安に定期的に交換されることをお勧めします。
新しいゴムパッキンやOリングを傷つけないように、注意して取り替え作業して下さい。

ゴムパッキンが劣化しましたら、写真を参考に取り外し交換します。

・ロックナットを回し、ノズル部分を全て露出させます。

・ホースをノズルへしっかり押し込みます。

・ロックナットを回し、ホースを絞めつけます。

ロックナット

ノズル

水槽への設置12
・吸水パイプ、排水パイプ、ホース、フィルター本体を繋げます。
・図のように、吸盤、ホースクリップを使いパイプを水槽に設置します。

シャワーパイプ

水槽ガラス面

シャワーパイプは水中外 シャワーパイプは水中内

シャワーパイプ

クリップ
水位

吸水パイプに繋がるホースを、
ホースヘッドのIN側のノズル
に繋げます。

ホースは途中で、折れ曲がらないように、
適切な長さに切って調節してください。

吸盤排水パイプ 排水パイプ

ホースクリップ
※“ホースクリップ長”と
　“ホースクリップ短”が
　　あります。
　　水槽環境に合わせて、
　　使い分けてください。

ストレーナー
※ストレーナーは、敷砂から少し
離してください。砂を吸い込み
マグネットローターの破損や
停止によるモーター故障の原因
になります。

吸盤

排水パイプに繋がるホースを、
ホースヘッドのOUT側のノズル
に繋げます。

エアーポンプを使用しない場合、水中内の酸素をシャワー
パイプのシャワーで補うことが出来ます。夏場はとくに酸素
不足になりがちです。シャワーパイプからのシャワーで溶存
酵素を効率良く増やしましょう。

【インペラーユニット】

・モーターヘッド裏のインペラーカバーを外します。

・インペラーユニットを取り出します。

モーターヘッド

インペラーカバー

インペラーカバーを「→OPEN」側へ
回し外します。

インペラーユニット

ブラシ等でインペラーケース内の汚れを取り
除いてください。

※インペラーユニットを取り出す時に、
ゴムキャップやシャフトがインペラ
ーケース内に残ってしまう場合があ
ります。割り箸などで取り出して下
さい。

マグネットローター

シャフト

ゴムキャップ

専用パーツ15 故障かな？と思った時は・・・16
交換用ろ過材として“細目白マット”“粗目黒マット”“パワーセラミックリング”“パワーカーボン”をはじめ、
専用パーツを取り揃えております。

※上記写真のパーツ以外にも、各種パーツを取り揃えています。

細目白マット 粗目黒マット

ホース パワーセラミックリング

Oリング インペラー

【まず電源を抜く】

・メンテナンス等をおこなう場合、先に本製品、並びに水槽でご使用の電気器具の電源を全て抜いてください。
・次に、モーターヘッドからホースヘッドを外します。

※モーターヘッドにホースヘッドを付けたまま、モーターヘッドをフィルターケースから

取り外すと、サイフォンの原理で、水槽内の水が流れ出てしまいます。必ず、先にモータ

ーヘッドからホースヘッドを取り外して下さい。

※ホースヘッドをモーターヘッドから取り外す際、ホースヘッドレバーを立てた状態にし、

吸排水口が閉まった状態にしてください。

詳しくは「ホースヘッドの取り外し方」をご参照ください。

【ろ過材】

ろ過材は、飼育水を使い軽く水洗いしましょう！　
また、ろ過バクテリアを活かす為に、一度に全てのろ過材を洗わず、1/3程度ずつローテションで洗うようにしましょう！

・スターターを２～3回強く押します。吸水側ホースに水が入ってくるのが確認出来ます。
・最初は、スターターがかなり固くなっている場合があります。体重を掛け押して下さい。

・ＯＵＴ側のホースに水が入ってきたのを確認し、本体の電源を入れてください。
電源を入れた時に、インペラーでエアー噛みしている場合、さらに数回スターターを押すと、エアーが出やすく
なります。

始動の仕方13

フィルターが正常に機能するように、定期的にメンテナンスをおこなってください。
（海水でご使用の場合は、塩分の付着に注意し、こまめに掃除をおこなってください）

日常のメンテナンス14

強
く
押
す

スターター

手前に引く

モーターヘッドからフィル
ターケースが外れない

モーターヘッドをフィルタ
ーケースに装着できない

水が流れない

水流が弱くなった

スターターが押せない

スターターを押しても、水
が流れ出さない

異常音がする

ろ過材を入れ過ぎている。

電源が入っていない。

ロックレバーが付いたままに
なっている。

フィルターケース四隅のロックレバ
ーを全て外して下さい。

設置条件内に設置してください。

市販のパイプブラシなどで、掃除を
してください。

ろ過材やフィルターケース内を水洗
いします。

インペラーユニットを取り出し、掃
除をしてください。

スターターに体重を乗せて、押して
下さい。いったん動くと、軽く押せる
ようになります。

ストレーナー（吸入口）が水中に設置
してください。

インペラーユニットをキチンと組み
立て、モーターヘッドに取り付けて
ください。

・吸水パイプやホースの接合部分の隙間、ワレ
や破れを確認してください。
ワレや破れがある場合は、交換してください。
・ストレーナーからエアポンプ等のエアーを吸
い込んでいませんか？
ストレーナーからエアーを離して下さい。

パイプやホースがキチンと繋がって
いるか？確認し繋げてください。

設置条件内に設置してください。

ホースのねじれや折れを無くします。

スターターで、フィルターケース内
に水を溜めてください。

インペラーユニットをキチンと組み
立て、モーターヘッドに取り付けて
ください。

ろ過材バスケット内に収まるように、
ろ過材の量を調整してください。

電源を入れます。

フィルターケース内に水が入
っていない。

ホースがねじれている。

水槽の水位よりも高い位置に、
本品が置かれている。

パイプやホースが目詰まりし
ている。

インペラーケース内が汚れて
いる。

長期間スターターを使わない
と、固まってしまうことがあり
ます。

ストレーナー（吸入口）が水中
に無い。

水槽の水位よりも高い位置に、
本品が置かれている。

インペラーユニットがキチン
と組まれていない。

エアーを吸い込んでいる。

パイプやホースが外れている。

ろ過材が目詰まりしている。

・インペラーユニットが取り
付けられていない。
・インペラーユニットのキャ
ップが無い。シャフトが無い。

症状 原因 対処方法

排水口 吸水口

ホースヘッド ホースヘッドレバー




