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アクアテラリウム用分水器セット

陸生植物へ的確に水分と栄養素を循環させる
分水器セットです。

本品を正しくお使いいただく為に、ご使用前に必ずこの取扱説明書を
お読みになり、内容を十分にご理解ください。お読みになった後は、
必ず保管してください。

取扱説明書

安全にお使いいただくために

ティポイントよるアクアテラリウム製作の手順

屋内の観賞魚用水槽専用

警告 誤った取扱いをした時に、人
の死亡や重症などに結びつく
可能性が想定されるもの。

・屋内などの雨などが吹き込む場所（ベランダ、バルコニー、軒下
なども含む）での使用や、観賞魚用水槽以外での使用はしないで
ください。火災や感電、故障の原因となります。

濡れた手で触らない。まず、差込プラグを抜く！
・差込プラグやコネクターは、濡れた手で触らないでください。
また、水槽内に手を入れる時、設置する時、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、差込
プラグを抜いてください。感電の原因となります。

誤ったご使用方法は火災や感電、故障の原因となります
ので、注意、及び警告事項は必ずお守りください。

は禁止事項・ は強制事項

専用のAC/DCアダプターを使用すること
・水中ポンプは専用のAC/DCアダプター以外に接続しないでくだ
さい。火災や感電、故障の原因となります。

損傷した電源コードを使用しない！
・損傷した電源コードは決して使用しないでください。また、電源
コードの損傷を防ぐために、電源コードは固定する、挟む、無理に
曲げる、引っ張る、加熱する、水、油、薬品などをかけることはしな
いでください。火災や感電の原因となります。

正しい電源電圧で使用すること
・AC/DCアダプターに表示されている電源電圧以外で使用しない
でください。火災や感電、故障の原因となります。

定期的に点検掃除をする
・コンセントや差込プラグ、コネクター部分は定期的に点検し、汚れ
やほこりを取り除いてください。また、電源コード等に損傷が無い
か点検してください。火災や感電の原因となります。

分解、改造しない！
・火災や感電、故障の原因となります。

コンセントやコネクターの位置に注意！
・コンセントや差込プラグに水滴がかかったり、電源コードに水滴が
伝って濡れたりしないように、電源コードに水切りトラップを設け、
コンセントの位置にご注意ください。また、湿気の多い場所や湯
煙の当たる場所では使用しないでください。火災や感電、故障の
原因となります。

小さなお子様だけで、操作・設置させない！
・特に小さなお子様が器具に触れたり、電源コードを引っ張ったり、
水槽の中に手を入れたり、いたずらしないようにご注意ください。
火災や感電の原因となります。

最初に水槽の設置場所を決めます。直射日光の当たらな
い場所を選んで、しっかりした専用台にセットします。

近くで有機溶剤系スプレーは使用しない！

注意 誤った取扱いをした時に、人が
傷害を負う可能性や物的損害
のみの発生が想定されるもの。

・有機溶剤が製品につき、樹脂にクラックが発生し、故障、火災、
感電の原因となります。

たこ足配線しない！
・たこ足配線はしないでください。また、差込プラグはコンセントにき
ちんと接続してください。接続部が発熱し、発火の原因となります。

は禁止事項・ は強制事項

本体設置水位に注意する！
・極細の底砂利を使用されている場合、砂利を吸い込みやすくなり
ます。砂利を吸い込むと異音や破損、故障の原因になります。

水槽の水位に注意する！
・本製品には水位線の表示があります。水槽の水位が、水位線以上
になっていることをご確認ください。水位線以下の水位は故障や
破損の原因になります。

汚れは水で拭き取る！
・本体やAC/DCアダプター、電源コードの汚れの拭き取りは水で
行い、シンナー、ベンジン、本体を傷つける溶剤、用具や化学雑巾
は使用しないでください。破損や魚の死亡の原因になります。

衝撃を与えない！
・水中ポンプは、落としたり、ぶつけたり、傷つけないでください。
故障、火災、感電の原因となります。

空気中で作動しない！
・本製品は水中用です。空気中での作動はしないでください。異
音発生や故障、破損の原因になります。

※製品改良のため、仕様、デザインなどは、断りなく変更する事があります。ご了承ください。

電気製品の近くで使用しない！
・電気製品に水がかかり、事故が発生する原因になります。水槽は、
電気製品から離れた場所で設置してください。電気製品に水がか
かると、電気製品の故障、火災、感電の原因となります。

電源コードを引っ張らない！
・差込プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らず差込プラグを
持って抜いてください。差込プラグや電源コードが傷つき、故障、
火災、感電の原因になります。

セット内容

お手入れについて（水中ポンプのお掃除方法）

60cm水槽で滝をつくる場合を想定しています。

水槽の設置1

①底面フィルター3枚をつなぎます。（本製品に
底面フィルターは1枚入っています。2枚は別
売です。「NISSOバイオフィルター４５」をお求
めください。）

②水中ポンプの下部に接続パイプ(透明)を接
続します。吐出口には吐出口ジョイントを取り
付け、ティポイントを接続します。

③ポンプを取り付けたい位
置に、パイプジョイントを
取り付けます。

器具（フィルターの仮置き）2

①チューブを流木にはさんだり、ビニタイで固定し
水の流れをレイアウトします。

②チューブが折れ曲がりそうな部
分は、ジャバラホースを２ｃｍぐら
いにカットし、チューブを通してビ
ニタイで固定してください。

①別売のプラマットを利用し、直物を植える部分にプラ
マットを敷き土止めとして使用します。
②プラマットの上に植物を植え込みます。
③植物を植えたら根部の隙
間にソイルを入れて落ち
着かせます。

チューブの配管8 植物の植え込み9

①水槽に水中ポンプが確実に水に沈む位置まで水を張ります。
②ポンプを作動させ、水の流れを確認します。
③水の流れが不足している部分が
有る場合は、チューブの配管
を調節しなおします。
④水槽外面の適切な位置
に「水位線シール」を貼
ります。日々、このシー
ルを目安に、水位の点
検を行ってください。

注水及び循環確認10

①水中ポンプとAC/DCアダプターをつなぎ、プラグを家
庭用コンセントに差し込み電源を入れます。

１．水槽で使用している電気製品全ての電源プラグを抜きます。
２．水中ポンプ周辺のソイル(底砂)等を取り除いてください。
３．底面フィルターの下にソイル等が入り込まないように注意して、
底面フィルターから水中ポンプを外して下さい。

４．水中ポンプ本体、インペラーケーシング、マグネットローターを、
水で洗ってください。

５．水洗い後、逆の
順に組み立てて
ください。

②ヒーター本体が水中にあることを確認し、保温器具の電
源を入れます。設定温度の確認をしてください。

③その他、水槽で使用している電気製品の電源を入れます。

電気製品(水中ポンプや保温器具)
の通電

11

　流木の湿っている部分にテグス等を利用し、ウィロー
モスやリシアを張り付けます。

コケの活着12

　最後に水草を
植え込みます。

水草の植え込み13

①ティポイントにつなげた
チューブは水槽の外に垂ら
しておきます。
②ヒーター等を設置する場所
を考え、「３．流木の仮置き」
で撮った写真等を利用し、
流木を組みなおします。

①水槽の底に敷いたマットの
上に静かにソイルをかけて
全体にならします。厚さが
5cmぐらいになるように敷
きます。
②ヒーターをソイルの上に
セットします。

※水を入れるまで、絶対にヒーター
の電源を入れてはいけません。

※水中ポンプは水上に露出
すると、空運転となり負荷
がかかり故障の原因となり
ます。ご注意ください。

流木の組み立て6

ソイルの敷き詰め7

　ティポイントに、レイアウトに必
要な長さにカットしたチューブ
をつなぎます。チューブの長さ
が決まっていない場合は、図の
ように4本に分けつなぎます。
後でカットする際に長さ調整し
やすくなります。

チューブのセット5

②流木の組み方（レイアウト）
が決まれば、写真やイラス
トにし、いったんレイアウト
をくずします。

①ティポイントからの配管や
滝やポンプの位置や高さ
を考え、流木を組み合わせ
てレイアウトします。

③水槽内から流木を取り出
し、水槽内の木くず等もき
れいに取り除きます。

流木の仮置き3

①いったん水中ポンプを外し、底面
フィルターの水中ポンプ用水出口
中フタを、ハサミ等で取り除きま
す。水中ポンプを取り付けない水出
口のフタは外さないでください。

②ソイル等の底砂がポンプに入り込
まないように、水中ポンプを取り付
ける底面フィルターの裏側にウレタ
ンスポンジを取り付けてください。

③底面マットを底面フィルターの上に
重ね、フタを外した水出口の位置
を、底面マットに印を付けます。印を
付けた場所をハサミ等で十字に
カットします。ソイル等の底砂を水
中ポンプが吸込むのを防止するた
めに底面マットは必要です。

④パイプジョイントを、フ
タを外した水出口に取
り付け、底面マットの
十字にカットした切り
口から出します。

⑤パイプジョイントに、ティポイントと接続パイプ
(透明)を取り付けた水中ポンプを接続します。器具の組み立て4

こんな異常がある時は

他に用意するもの

・水槽……………（全面が開放されたテラリウム用の水槽も有ります。）
・照明……………（水草や植物の育成には欠かせません。）
・保温器具………（空抱き防止機能の付いた観賞魚用ヒーターをお勧めします。）
・バイオフィルター…（ご使用の水槽サイズに合わせて、ご購入ください。）
・プラマット………（植物を植える陸地のベースに使用します。）
・底床土…………（ソイルのご使用をお勧めします。）
・流木……………（天然のものを、アク抜きをして、ご使用ください。）
・水草……………（ウィローモス、リシア等のコケ類や水草をレイアウトに合わせてご準備ください。）
・植物……………（根が水没しても根ぐされしない植物をお勧めします。）

・標準的な45cm水槽：
  底面フィルターが2枚必要です。「バイオフィルター30」をお求めください。
・標準的な60cm水槽
  底面フィルターが3枚必要です。「バイオフィルター45」をお求めください。

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

Made in China
原産国：中国

・使用中、異常が発生した場合は使用を中止し、安全と生体の保全のため
の適切な処置を行ってください。 

・ご質問や不明な点がありましたら、お買上げの販売店または弊社お客
様相談室にお問い合わせください。わからないままご使用になること
は、絶対におやめください。

・魚などの生体の病気や死亡、水草の枯れについての補償は致しません。
あらかじめご了承ください。
・１ヶ月に一度は点検してください。お買い求めいただきました販売店、
あるいは弊社お客様相談室にご相談ください。
■本製品は万全の注意をはらい製造しておりますが、万一の故障の際には
お買上げの販売店、または弊社お客様相談室にお問い合わせください。
■本製品を改造したり、本書説明以外のご使用による故障及び事故につ
いて、弊社は一切責任を負いません。
■品質向上のため、お断りなく仕様を変更する事があります。
あらかじめご了承ください。

〈ご注意〉

■本製品は、電気用品安全法に適合したものを、万全の注意をはらって
製造および販売しております。万一故障の際にはお買上げ店でご相談
ください。
本製品を改造したり、本書の説明以外の使用による故障及び事故につ
いては、弊社は一切責任を負いません。なお、品質向上のため、おこと
わりなく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

〈ご注意〉

分水器

水中ポンプ

ビニタイ

パイプ
ジョイント

チューブ

水位線シール

(主に観賞魚専門店、園芸店、ペットショップ、ホームセンター等で購入できます。)

底面マット

ウレタン
スポンジ

底面フィルター

水中ポンプ用
AC/DC
アダプター

ジョイント
ストッパー

ジャバラ
ホース

※底面フィルターは、底床土の中の水とおりを良くするため、できるだけ水槽底全面に広
く敷いてご使用ください。本製品には、底面フィルターが１枚セットされています。水槽
底サイズに合わせて別売の「NISSOバイオフィルター」をお求めください。

・水中モーターが
作動しない。

・エアレーション
ができない。

・通電していますか？
コンセント、コネクターを確
認してください。

・水中モーター内部にゴミが
詰まっていませんか？

・水中モーターが空気中に出
ていませんか？

・マグネットローター、インペ
ラー、0リング等は正しく
セットされていますか？

・水中モーターが
作動しない。

・吐出量が少ない。

・異音がする。

・水中モーターは
作動しているが、
吐出口から水が
出ない。　　　
または、吐出量
が少ない。

・水がきれいに　
ならない。

症　状 原因・チェック

・コンセント、コネクターを
しっかり差し込んでください。

・インペラーケーシングを取
り外し、マグネットローター
を抜き取り、掃除をしてくだ
さい。

・取扱説明どおりに正しく組
み立ててください。

・水位線以上に水量を調整し
てください。

・交換用カートリッジが目詰ま
りしていませんか？

・新しい交換用カートリッジと
交換してください。

・交換用カートリッジの光触
媒には寿命があります。定期
的に交換していますか？

・二ヶ月に一度の目安で、新し
い交換用カートリッジに交換
してください。

・流量調節リングの位置は正
しいですか？

・流量調節リングを回し流量
を調節してください。

・マグネットローター、インペ
ラー、0リング等は正しく
セットされていますか？

・取扱説明どおりに正しく組
み立ててください。

・エアレーションパイプのエ
アーチューブ取り付け部分
が詰まっていませんか？

・針などを使い、空気が通るよ
うに、エアーチューブ取り付
け部分の穴を掃除してくだ
さい。

処　置
用　　途 水中ポンプ(屋内用)

定格電源 DC12V・350ｍA（無負荷時）

吐 出 量 約２ℓ／分　ポンプ単体

陽　　程 2.8ｍ　ポンプ単体

サ イ ズ ３１×２６×６４mm

コード長 約130cm（ポンプ側・約８０ｃｍ＋アダプター側・約５０ｃｍ）

入　　力 ＡＣ１００Ｖ～２４０Ｖ・５０／６０Ｈｚ　４００ｍＡ　ＭＡＸ

出　　力 ＤＣ１２Ｖ　１０００ｍＡ

水中ポンプ（マイクロパワー）仕様

AC／DCアダプター（CSL-1）仕様

memo

※本製品は、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。

No.1

◯3
パイプ
ジョイント

分水器

水中ポンプ

ふた

水出口
底面
フィルター

ウレタン
スポンジ（黒）

パイプ
ジョイント

◯4

ストッパー穴

分水器

「土入れ」などを
利用すると便利です。

ジャバラ
ホース

水位線シール
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