
〈無料修理規定〉

本書は下記〈無料修理規定〉記載保証内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上修理をご依頼ください。

保証書 ※印欄は必ず販売店様にて記入捺印をいただいてください。

製 品 名
保証の対象
保証期間

お 客 様

販売店名

お買い上げ日
※
お名前

ご住所

電話番号

住所

本製品
お買い上げの日より6ヵ月

お願い

印

※

※

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、当社が無料修理致します。
2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。
3.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷その他の天災地変や公害や異常電圧による故障及び損傷
（ニ）観賞魚用水槽以外に使用された場合の故障及び損傷
（ホ）本書の提示がない場合
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan. 
5.本書は再発行致しませんので大切に保管してください。
6.ご使用中に発生した故障に起因する生体その他の損害の補償はいたしかねますので、ご承知おき願います。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するもので
す。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません
ので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社
にお問い合わせください。

■保証書に販売店の印のない場合やご購入されたことが確認出来ない場合は、保証の対象外となり有
料修理となります。

■お買い求めいただきました販売店の領収書・レシート等、お買い求めになられたことがご確認される場
合は、保証の対象とさせていただきます。領収書やレシートは保証書と一緒に保管しておいてくださ
い。

修理メモ

L1914P0
■保証書に販売店の印のない場合は、保証の対象外となります。尚、お買い
求めいただきました販売店の領収書・レシート等、お買い求めになられた
ことがご確認される場合は、補償の対象とさせていただきますので、領収書
やレシートは保証書と一緒に大切に保管しておいてください。

■この取扱説明書はお読みになった後、本品をお使いになる方が
いつでも読むことができるところに大切に保管してください。

■保証書付き

取扱説明書

アクアクーラースリム202/402

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

202
S L I M

402
S L I M

アクアクーラースリム202/402をご購入いただきまして誠にありがとうございま
す。アクアクーラースリム202/402は飼育水をすばやく経済的に温度調節するこ
とができ、純粋な高級チタンにより作られた熱交換器により、淡水・海水両方に使用す
ることができます。合理的なシステムデザイン、高品質のロータリーコンプレッサー
と静音ファンの採用により騒音を非常に低いレベルにおさえることを実現しました。
本体は丈夫なABS樹脂からできており、錆と腐食に強く、また環境にやさしい冷媒
R134aを使用しています。このアクアクーラースリム202/402の機能を理解して
安全に使用する為に、この取扱説明書をよくお読みください。

アクアクーラースリム202/402



1.この取扱説明書のマークについて

2.安全にお使いいただくために

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

警告

目　次

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

■図記号の意味は次の通りです。

［火災、感電、故障の原因とならないように必ずお守りください。］

必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶対に分解・修理・改造はしないでください。

絶対に触れないでください。

絶対に火気に近づけないでください。

必ず指示に従い、行なってください。

必ずアース線を接続してください。

水や塩分などがかからないように
してください。

　本体にかかると
火災、感電の原因
となります。また、
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。

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15A
以上のコンセントを単
独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。

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。

　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。

AC100V

以上

AC100V

15A

水切り用の
トラップを設ける

（注1）トラッキング現象／プラグの刃や刃と刃の間に水分やほこりがつくと、刃と刃の間に電流が流れ、発火する現象。

トラップ

絶対に行わないでください。

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、水漏れなどの事故の原因にな
ります。

アースを確実に取り付けてください。

　必ずアースを取り、漏電ブレーカーを（市
販品）使用してください。アースを取り付け
ないで使用すると万一の
故障、漏電の時に感電す
るおそれがあります。
詳しくは（6ページ）を
ご覧ください。

絶対にシャワーなどの水場では使用しないでください。
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周囲温度に注意してください。

　高温場所（35℃以上）や熱源の近く（高温
になるおそれのある所）で使用すると、故障
または冷却能力不足
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。
　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。

製品の前後には20cm以上の隙
間をあけてください。

　吸気口や排気口をふさいで使用すると火
災や故障また冷却能力不足の原因となりま
す。排気口から
は熱風がでます。
周囲温度があが
らないように換
気に注意してく
ださい。

製品を横倒しにしないでください。

　輸送や据え付けのときに、横倒した製品
をそのまま使用すると、破損や故障の原因
になります。また、短時間
傾けた程度であれば、正しく
据え付け後、約30分位
してから運転をはじめ
てください。

電源コードはプラグを持って抜い
てください。

　電源コードを持っ
て引き抜くと感電や
ショート、 発火の原
因となることがあり
ます。

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、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。

循環水量を守って使用してください。

適合水量を守る。

　冷却能力は水量・水温、使用状況などに
より異なります。

循環水量や、水温は毎日点検してく
ださい。

　循環装置のアクシデント（目詰まり等）や、
日中の周囲温度の上昇等に注意してください。

20cm以上

20cm以上

ギ
ラ
ギ
ラ
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注意

3.各部の名称

パイプコネクター

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。

製品を傾けて使用しないでください。

　傾けたまま使用するとコンプレッサー等の
故障や水漏れが発生し、火災や感電の原因と
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、本体の取手を
つかみ、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。

※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。

揚程3m
以下の循
環ポンプ
を使用

本製品は一般観賞魚用です。
　本製品は業務用途での使用は保証されてお
りません。活魚や渓流魚等での使用は保証さ
れておりませんのでご了承ください。

※図は202です

操作パネル

温度設定ボタン
（上昇）

温度設定ボタン
（設定・確認）

温度設定ボタン
（下降）

202

402

アクアクーラースリム202

アクアクーラースリム402

　循環水量は202は4～20、402は8～40
リットル/ 分、揚程3m以下の外部式フィルタ
ーまたは循環ポンプを使用してください。そ
れ以外で使用すると破損や水漏れのおそれが
あり、火災や感電の原因となることがありま
す。外部式フィルターや循環ポンプの取扱い説
明書も併せてお読みくださ
い。

（202は約160ℓ・402は約300ℓ）



品名品目

サイズ

消費電力

電源

冷媒

本体重量

設定温度

配管寸法

冷却水量

商品名 アクアクーラースリム202

AC100V　50/60Hz

145/160W

10.5kg

R134a

約160ℓ（周囲温度35℃、設定温度25℃の場合）

内径φ12mm／内径φ16mm

循環流量

125V/8A

観賞魚用クーラー

5 6

※実験は室内温度を一定に保って行なっていますが、
　通常の使用状況ではクーラーの排熱で周囲温度が上昇します。
※水温を上げる機能はございません。
※周囲温度、水量により設定温度に達しない場合があります。

■設置例

閉めきった狭い場所で使用しないでください。本体後部排気口からの排熱で周囲温度が上昇
し冷却効果が得られなくなります。
室温とクーラーの設定温度の差が10℃を超えると冷却能力が落ち、水温が設定温度まで
下がらない場合があります。

●デジタルディスプレイとマイコンを採用したコントロールシステムにより、見や
すく、操作も簡単です。
●気になる水温計等とクーラー表示温度の微妙な誤差を手動で補正可能。（±1.5℃）
●冷媒は環境にやさしいR134aを使用しています。
●熱交換器は淡水、海水両方に使用可能な、腐食に強い純粋高級チタンを採用。
●設定温度を記憶するメモリー付き。
●コンプレッサー保護回路が過負荷により発生するモーターの焼きつきから、回
路を自動的に切断することにより守ります。

1.流量は,循環ポンプや外部式フィルター等の循環装置の最大噴出量に左右され
ます。
2.冷却能力試験は外気温が35℃一定、冷却前水温が30℃、設定温度が25℃、
水量が160ℓの条件下です。水量が減るにつれて冷却可能水温も下がります。
3.冷却能力は加熱、ライト、ポンプ、フィルター、その他接続装置の設置環境によ
り異なります。
4.部屋の中に十分な空気の循環がない場合、製品からの熱の影響により周囲の
温度が上がり冷却能力が下がる場合があります。

設置上の注意
循環装置について
●循環装置（外部式フィルターまたは
　水中ポンプ式フィルター）
●循環水量：202：4～20リットル／分
　　　　　　402：8～40リットル／分
●最大揚程：3m以下

1
設置場所について
※広い部屋、または
　開放された
　場所で使用してください。
　（前後に20cm以上のすき間をあけてください。）
※換気扇などがある換気の良い部屋で
　使用してください。
※前後に20cm以上のすき間のないキャビネットの
　中では使用しないでください。
※開放面の大きいキャビネットでも、
　壁面にくっつけると排熱がこもりますので
　壁面から離してください。
※直射日光のあたる場所を避けてください。

2

20cm以上

20cm以上

3 排気口に注意
排気口からは
温度の高い熱風が出ますので、
このエリアに外部式フィルターや
ホース等を置かないでください。
熱風で暖まり冷却効果が得られ
なくなります。

ギ
ラ
ギ
ラ

※クーラーと水槽などをつなぐホース
は短くセットし、たるまないように
してください。冷却効果が上がり省
エネに役立ちます。
※クーラーは水槽よりも低い位置にし
てください。
※循環装置として外部式フィルターを
使用する場合は、クーラーと同じ高
さにしてください。
※循環装置には必ずフィルター機能の
付いた製品をご使用ください。ま
た、クーラー内に送る水は循環装置
のフィルターを通した水を送ってく
ださい。クーラー内部にゴミがつま
ると冷却能力が低下したり、故障の
原因になります。

4.本製品の仕様と特長 5.据え付け

CASE 1 外部式フィルターと接続使用 CASE 2 循環ポンプと接続使用

循環ポンプ

水槽水槽

外部式フィルター水槽台 水槽台アクアクーラースリム202
※循環ポンプ単体で使用する場合は、必ずゴミの吸込みを防止するフィルターをご使用ください。

　

アクアクーラースリム202

循環ポンプ

実験条件：周囲温度30℃
水槽：約300ℓ
設定水温3℃
循環ポンプ
循環水量：30ℓ/分
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■アクアクーラースリム202の性能

実験条件：周囲温度30℃
水槽：約160ℓ
設定水温3℃
循環ポンプ
循環水量：15ℓ/分
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206 8 10 12 14 16 180 2 4

■アクアクーラースリム402の性能

※当社に於ける実験データであり、冷却水量は使用環境及び
　使用器具により異なります。十分ご注意ください。
※冷却の対象は水槽内の水だけでなく、水槽本体・フィルター・
　ポンプ・ホース等も考慮する必要があります。

温度

時間

温度

時間

ヒューズ

アクアクーラースリム402

3～32℃（本製品は冷却専用です。ヒーター機能はありません）

220/260W

13.6kg

W215×D400×H390mm(ホースジョイント含む高さ470mm） W300×D430×H460mm(ホースジョイント含む高さ540mm）

内径φ16mm

約300ℓ（周囲温度35℃、設定温度25℃の場合）

125V/10A

※図はアクアクーラースリム202です。

4～20ℓ/分（最大揚程3m以下のポンプ） 8～40ℓ/分（最大揚程3m以下のポンプ）



IN OUT

6.セッティング

外部フィルター（別売）

水の流れ

402の場合

202の場合

IN
OUT

水の流れ

※パイプコネクターは 202 は 2 種類、
402 は 1 種類同梱されています。使
用する循環装置のホース径にあったパ
イプコネクターをご使用ください。

※接続口フタは再度、クーラー保管時や
搬送時に必要となりますので紛失しな
いように保管しておいてください。

●パイプコネクター
　・内径φ12mmホース用×2（202のみ）
　・内径φ16mmホース用×2
●パイプナット×4（202：4個、402：2個）
●シールスリーブ×4（202：4個、402：2個）
●ホースバンド
　・内径φ12mmホース用×2（202のみ）
　・内径φ16mmホース用×2

16mmホース用（202/402）

12mmホース用（202のみ）



7.運転

アース線をコンセントプラグ
までのばす。

上昇設定・確認 下降

温度設定ボタン

設定温度を
上げる

設定温度を
下げる

確認ランプ
（確認・変更用） 運転ランプ

確認ランプ
（確認・変更用）

運転ランプ

表示温度補正機能の設定方法
本製品には、実際に測定した水温から ±1.5℃の範囲で補正した値を表
示させる事が可能です。これはクーラー本体の温度センサーの測定誤差
（約 ±1℃）を補正したり、水槽に設置された他の温度計と同じ温度を
表示させる事が可能です。（水槽内の水温はすべて均一ではなくムラが
あったり、　クーラーを通る配管で温度が変わってしまう場合があるた
め、水槽内の温度計とクーラーの温度計は必ず同じとは限りません。）

①「UP」ボタンと「DOWN」ボタンを同時に 6 秒以上押すと動作音と
同時に、温度表示が点滅します。
②「UP」ボタンまたは「DOWN」ボタンを押して補正量を設定します。
（1.5～-1.5℃の範囲で補正可能です。）
③「SET」ボタンを押すと動作音がし、設定が完了します。

※クーラーが測定した温度に上記補正量が加わった値が表示されます。
※クーラーの動作は表示している温度に基づいて動作します。
※冷却動作中、直後はクーラー部の水温は水槽より低い為、水槽内の温度計より低い値が出る場合があります。
※各ボタンを押した後に、約 8秒放置すると表示は「現在水温」に戻ります。
※設定後に「SET」ボタンを押さずに約 8秒放置すると「現在水温」に戻ります。この時の補正量は変更した補正量になっております。
※本機能は本体に記録されており、停電やコンセントから抜いても再度通電した時は、補正された表示を続けます。水槽を変更した場
合等は設定をご確認ください。

①「SET」ボタンを 3 秒以上押すと動作音と同時
に「確認ランプ」と温度表示が点滅し温度の設
定が可能な状態になります。

②「UP」ボタン「DOWN」ボタンを操作し、温度
表示を設定したい温度にします。
※温度設定が可能な状態の時のみ、「UP」ボタン
「DOWN」ボタンを押すと動作音がします。
③「SET」ボタンを押すと動作音がし、設定が完了
します。

※各ボタンを押した後に約 8 秒放置すると温度表示は「現
在水温」に戻ります。
※温度設定後に「SET」ボタンを押さずに約 8 秒放置する
と温度表示は「現在水温」に戻ります。この時の設定温
度は変更した設定温度になっております。
※温度設定は本製品に記録されており、停電やコンセント
を抜いても再度通電した時は、もとの設定で動作します。

水温計

外部式フィルター水槽台 アクアクーラースリム202

※図はアクアクーラースリム202です。

このような場合0.5℃補正する事により、水槽の温度計
とほぼ同じ値26℃を表示する様になります。

※表示を0.5℃補正できます。

26.0℃

運転中設定温度を確認する場合は「SET」ボタンを押して
ください。動作音とともに「確認ランプ」が点滅し「設定温度」
が表示します。約8秒放置すると現在水温に戻ります。

設定温度の変更は、もう一度 3. の手順で行って
ください。



8.日常の点検とお手入れ 9.故障かなと思ったら
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●水温は、毎日確認してください。日中の周囲温度の上昇も注意してください。
●水の循環と循環装置の状態も確認してください。目詰まり等も確認してください。

日常点検やお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて作業を行ってください。本体の汚れはかたく絞った布で拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、クレンザー、アルコール等でふかないでください。傷や変形の原因になります。

エアーフィルターの清掃について
◎エアーフィルターの取り外し方
1.通風カバー下部中央のネジを外しカバーを取り外します（図　　　）
2.フィルターのネジを緩め、フィルターを外します。（図　　　）
3.掃除機かブラシで埃を取ります。もしくは水でよくすすいだ後に十分乾燥させてください。（図　　）
4.逆の手順で全てのパーツを組み立て直します。

※エアーフィルターを取り外したときは、本体内部の金属部にさわらないでください。
※エアーフィルターにホコリがたまると冷却能力が落ち、電気代のムダとなります。エアーフィルターの清掃は2週間に1回の目安で行ってください。

点検・掃除をする前に
●ホース内の水抜きをし、本体にホコリがあるときは布でから拭きしてください。
●排気口のホコリなどを掃除機で吸い取ってください。
●ホース内の水が本体にかからないように十分ご注意ください。
●ホースの本製品接続部はそのままにして循環装置の接続部をはずし、本製品をかたむけて水抜きしてください。（本製品に水がかかりにくくなります。）
●本製品を収納する際には、直射日光を避け、充分に乾燥させてからしまってください。本体は重いので、落下にご注意ください。

ヒューズの交換について
●電源が入っているのに操作表示パネルが点灯しない場合はヒューズが切れてしまった可能性があります。
●市販のヒューズと交換してください。（202：125V/8A、 402:125V/10A）
※必ず本体の電源プラグをコンセントから抜いて作業を行ってください。

電源プラグがAC100Vコンセントに差し込
まれていない

ヒューズが切れてしまった

短時間のうちに設定温度を上げ下げした

電源プラグをAC100Vコンセントに差し込んでください。

ヒューズを交換してください。(202:125V/8A　402:125V/10A)

コンプレッサーは一旦停止すると3分間は作動しません。

まったく作動しない

症　状 考えられる原因 処　置

循環装置が停止している

循環装置のろ材が目詰まっている

ホースが折れ曲がっている

循環装置から水槽の水面までの高さが高す
ぎる

循環装置の動作を確認してください。

ろ材を清掃または交換してください。

ホースが著しく曲がってしまうと、水が流れなくなります。ホー
スが折れないようにスムーズな配管をしてください。

循環装置の位置と、揚程高を確認してください。

水が循環しない

周囲温度が高くなっている

本製品を密閉したキャビネット等の中に入れ
て使用している。

エアーフィルターが目詰まりしている

吸気口、排気口の前後がふさがれている

背面からエアコンなどの風が当たっている

配管ホースに排気口からの風が当たっている

循環水量が適切でない

水槽の水容量が大きすぎる（特にオーバーフ
ロー水槽の場合はろ過槽の水容量も含まれ
る）

照明や循環装置のワット数が大きい

循環水量が不足している

ホースが折れ曲がって循環水量が不足して
いる

保温器具が作動している

周囲温度は35℃以下に保ち、換気の良いところに設置してく
ださい。

密閉されたキャビネット内では使用しないでください。本体の
設置は、P.6の2「設置条件」を参考に設置してください。

エアーフィルターを清掃してください。（P.11「お手入れにつ
いて」参照）

障害物を取り除いてください。20cm以上の空間をあけてく
ださい。

エアコンなどの風が当たると、きちんと排気できません。後ろ
から風が当たらないようにしてください。

排気口の風は温かいので当たらないようにしてください。

循環水量は8～20ℓ／分の範囲にしてください。

規定の冷却可能水量160ℓ以下で使用してください。

本製品に適した水槽システムにしてください。

循環装置やろ過槽の点検と掃除をして下さい。

折れ曲がらないように配管してください。

保温器具の電源を抜いてください。

水温が下がらない

異常な音がする

床面が濡れている

「Ｐ1」とエラー表示した 水温センサーの異常です

設置場所が傾いている

本製品に何か物が当たっている

パイプナットやホースバンドがゆるんでいる クーラーと循環装置を止めてから、取りつけ直して下さい

安定したしっかりとした台に設置してください。

本製品の周りは物を置かないでください。
（P.6の2「設置場所について」参照）

販売店、当社にご相談ください

次の状態の時は、ただちに使用を中止し、
点検を受けてください。

●誤って本体を濡らしてしまい、内部に水が入ったとき ●内部から水が漏れるとき
●内部より異音、異臭があるとき ●誤って落下させ、本体が壊れたとき

こんなときもご注意ください。
故障ではありません。

■運転ランプが点滅し運転しない 3分たてば、運転を再開します。
※マイコンの指示で止まっています。そのままおまちください。

クーラー内部の冷媒が流れている音です。■運転開始直後及び停止直後に「シュルシュル」
　という音や運転中に水の流れるような音がする

次の方法で電源ヒューズを交換してください。
①電源スイッチをオフにします。
②電源プラグをコンセントから抜きます。
③ヒューズホルダーの凹部をマイナスドライバーで少し押し込み反時計回りに回します。
④旧ヒューズをヒューズホルダーより取り外します。
⑤新ヒューズを逆の手順で、元の場所に取り付けます。

マイナスドライバーを押し込みながら
反時計回りに回します。

ヒューズ部分を手前へ引き抜きます。 新ヒューズと交換します。

・202:125V/8A
・402:125V/10A

A B C D E

A B
C D

E



10.収納

11.そのほか
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ミニアドバイス

※クーラー内部の水を拭いて下さい。また1日ほど直射日光があたらない風通しのよい場所で乾かしてください。
※エアーフィルターと吸気口、排気口は掃除機で掃除してください。
※電源コードはヒモ等で縛ってください。
※接続口に接続口フタを取り付けてください。
※クーラー本体はから拭きをして、ほこりが付かないようにビニール袋等をかぶせて収納してください。

お願い
●真夏の日中等の外気温度の上昇や、水槽周囲
温度の上昇等により、飼育水温が適温に達し
ない場合は、生体に影響が出ます。このよう
な場合は、換気扇との併用や、室内用エアコ
ン等との併用をお願いします。

●本品（観賞魚用クーラー）は、室内用エアコン
のように室外機がありません。そのため排熱
により室内温度が上昇します。ご注意の上ご
使用ください。

★無脊椎などの生体は魚などに比べ、とてもデリケートな生き物です。
28℃以上の水温に弱いので、それ以上にならないように注意
しましょう。
★水温が上がると水中の溶存酸素量が減少し、魚などの生体に酸素が
不足します。水温が25℃以上になる場合は、エアレーションをする
ようにしてください。

★日中高温であまり冷えないからといって、温度調節を低めにしたまま
にしないでください。日中と夜の温度差が急激に違う日もあります。
こまめに温度調節をしてください。
★照明器具による発熱は非常に高く、水温を上昇させる原因の一つで
す。日中は照明を消すことで、省エネと水温低下につながります。

MEMO

温度設定をやり直した時や電源を入れて運転を開始
した時、コンプレッサーが動き出すまでに約3分の時
間があります。これは製品保護のための機能で、クー
ラーの運転・停止の頻発を防ぐためです。クーラーの
保護機能が働いているときは運転ランプが点滅しま
す。

★この製品には


