
観賞魚用　超静音エアーポンプ　ミュートDC
取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただきありがとうございました。

ご使用の前に必ず取扱説明書を最後までお読みください。
誤使用による事故が起こることがあります。 
※水槽関連の取扱説明書は、水槽の近くに置くことをお勧めします。

警告・注意　記号の説明

警告

中の図は、感電を示します。

人が死亡または重傷を負う可能性がある事項。

記号は禁止行為です。

中の図は、濡れ手、水濡れ、分解などを示します。

記号は強制行為を示します。必ず実行して戴く行為です。

水に触れる時や部品を交換する時は必ず全ての電源プラグを
コンセントから抜くこと。
電源プラグやコンセント、電気製品は濡れた手で触らないこと。
小さなお子様には、電気製品を触らせないようにすること。 
日光の当るところに使用しないこと。 
湯気や油煙のあるところで使用しないこと。
ほこりや湿度の高いところで使用しないこと。
電源コードを傷つけないこと。
電源コードに重いものを乗せたまま使用しないこと。
電源コードがつぶれているもの、折れているものは使用しないこと。
本製品を分解、改造・加工しないこと。
一度でも電気製品、部品に水が浸入した場合は、使用しないこと。
コンセントから抜き差しする時は、電源コードを持って行わないこと。
海水に使用した場合は、毎日付着している塩分を拭き取ること。
電源は交流１００V　５０/６０Ｈｚ以外で使用しないこと。
コンセントや電源プラグの電気周りは定期的（１ヶ月/３ヶ月/半年
ごと）に点検すること。
コンセントから抜き差しする時は、電源プラグを持って行うこと。
電源プラグは、確実にコンセントに差し込むこと。
本製品は、水槽の水位よりも高い位置で使用すること。
観賞魚飼育用以外の目的で使用しないこと。落としたり、強い衝
撃を加えないこと。電源コードを持って引っ張らない、振り回さ
ないこと。オゾン発生器を接続しないこと。

１.エアーポンプは水槽の水面よりも高い位置に固定してください。
停止した時エアーホース内に水が入って逆流することがあります。付属
のキスゴムを用いて水槽フタや水槽より高い位置に固定してください。
水面より低い位置に設置する場合には、付属の逆流防止バルブを必ず
ご使用ください。

２.直射日光が当たらないようにしてください。
日当たりの温度上昇により、熱変形や故障することがあります。

３.蛍光灯やろ過槽の上に置くと、水中に落下することがあります。
　エアーホースを長くして水槽から離れた場所に設置してください。
エアーホースや電源コードに引っ張られたりすることがあります。

４.屋外やエアーポンプを容器などで囲って使用しないでください。
日光や結露などで電気部品の劣化が早まり、使用環境が著しく変化す
ることで、事故や故障の原因になります。

１.水槽に使用されている全ての電気製品の電源プラグを抜いてくだ
　さい。
２.下記イラストを参考に、水槽へ設置します。

※ミュート等の電気製品に触れる場合は、濡れたままの手で触らず、
　必ず乾かしてから触ってください。感電等の事故の原因となります。

３.ミュートの電源を入れ正常に作動していることを確認してください。
４.ミュート以外の水槽に使用されている全ての電気製品の電源を入れ、
正常に作動していることも確認してください。

１.エアーポンプは、振動することで多少移動することがあります。
従来のエアーポンプと比べると微小ではありますが本製品も振動し
ます。付属のキスゴムを用いて固定してください。

２.水がたまるところや、濡れる恐れのある場所にはエアーポンプを置か
　 ないでください。　
エアーポンプの吸気部分から、エアーポンプ内に水が吸い込まれてし

まいます。感電や熱変形、発煙、発火などの故障原因になります。
３．エアーポンプの表面の汚れは、軟らかい布を湿らせて、固く絞ってから
　 拭い取ってください。
化学雑巾や洗剤、溶剤（ベンジン・シンナー・アルコールなど）を使用す
ると、表面が溶けたり傷付くことがあります。

４．キスゴムは外れる場合があります。
本製品に付属のキスゴムにより様々な場所に設置可能ですが、キスゴム
は自然に外れる場合があります。外れても水槽内に落下しない場所、
エアーストーンが水槽から飛び出さないようにご注意ください。

本製品はピエゾ素子が絶えず微小な振動を繰り返すことによりエアーを
送り出しています。ピエゾの劣化により流量の低下や、停止する場合があり
ますが、製品の構造上、部品交換ができませんのでお買い替えください。

以下の項目を点検してください。
１．エアーホースが折れていないか？
　 ホースの癖を直すか、交換してください。
２．エアーホースがつぶれていないか？
　 ホースの癖を直すか、交換してください。
３．コックなどを使用して調整している場合、
　 コックを調整し直してください。
４．エアーストーンが目詰まりしていないか？
エアーストーンとエアーホースを外して、ホース先端からエアーが出る
か確認します。エアーが出る場合は、エアーストーンを交換してください。 

以下の項目を点検してください。
１．これまでの音と違う音が鳴り出した。
エアーポンプが他の物体に接触していないか、ご確認ください。

２．エアーポンプ表面の温度が、異常に高くなっている。
エアーポンプの電源プラグを抜いて、弊社にご相談ください。その他、
ご不明の点がある場合は、販売店あるいは弊社「お客様相談室」へお問
い合わせください。

本製品の材質は、ABS、ゴム、金属などで構成されています。
自治体の分別方法に則して破棄してください。

保証の対象
保証期間

本製品
お買い上げの日より６ヶ月
西暦　　　年　　　月　　　日

お 客 様

販売店名
※

お買い上げ日
※

※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。

お名前

ご住所

電話番号

住所

印

保証書 お願い

ご使用方法（水槽への設置）

ご使用上の注意

設置場所について

エアーポンプの寿命

エアーの出が悪くなった時

その他の症状があるとき

エアーポンプを破棄する場合

●１年に１度は点検してください。お買上げの販売店あるいは弊社お客様
　相談室にご相談ください。

製品名：NISSO ミュートDC

〈保証規定〉
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
社が無償交換致します。

2.保証期間内に故障して無償交換をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の
上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保証対象外となります。

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.本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう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
知おきお願い致します。

※この保証書は、本保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するもの
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物ではありません。
　保証期間経過後の交換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。

（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷
（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
（二）観賞魚用水槽以外に使用された場合の故障及び損傷
（ホ）指定部品以外の部品を使用された場合の故障および損傷
（ヘ）本書の提示が無い場合。
（ト）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

本書は下記〈保証規定〉記載保証内容で無償交換を行なう
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、本書をご提示の上交換をご依頼ください。
■保証書に販売店の印のない場合やご購入されたこと
が確認できない場合は、保証の対象外となります。

■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。
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