
ヒーター容量の選び方
ヒーター容量 水槽水量
100W

200W
150W

300W

40ℓ以下
60ℓ以下
80ℓ以下
150ℓ以下

●ヒーター容量に対して水量が多くありませんか。
●周囲温度が低すぎませんか。
●水槽内の水がかくはんされていますか。
●ヒーター管内の電熱線が消耗（断線）、あるいは安全ヒューズが
切れている可能性があります。
※ヒーターは消耗品ですので注意してください。ヒーターは水中で
使用し、たえずON、OFFを繰り返しますのでコード、ゴム類、電
熱線等の消耗が進み、断線等がおこりやすくなります。
※約1年（2シーズン）で新しいものにお買い替えください。 ●上記の表は、周囲温度10℃で使用している水槽の水温を25℃に保持するヒーター

容量の選び方を示す表です。地域や設置場所、季節等により周囲温度が変化するこ
とを考えに入れてお選びください。
●接続ヒーターの容量は、1～300Wをご使用ください。300Wより大きなヒーター
を接続すると、火災や破損の原因となることがあります。

No.1

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

※ヒーターが無接続の時は動作しません。

※ヒーターは別売です。

※約1年（2シーズン）で新しいものにお買い替えください。

電源プラグ

No.1

SEAPALEX 300 NEO
シーパレックス300 NEO

取扱説明書

保証書 お願い

製品名：シーパレックス300NEO

※印欄は必ず販売店様にて記入
　捺印を戴いてください。

保証の対象 本品
保証期間

お客様

販売店名

お買い上げの日より
6ヶ月

お買い上げ日

西暦　　　年　　　月　　　日
お名前
ご住所

電話番号

住所

※

※

〈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。

▲切り取り線

【屋内用】

SEAPALEX 300 NEO をお求めいただきましてまこと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、ご使用の前に必ずこの取扱説明書
をお読みください。そのあと大切に保存し、必要な時お読みください。

約1年（2シーズン）で新しいものにお買い替えください。

合いマーク

かくはんが止まるとあたためられた水が水槽上部にたまり、
上部のみが高温になる場合があります。

15分ほどは水から出さないでください。
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