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パワーマスター 915SK をお買い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。
お読みになった後は必ず保管しておいてください。

■お問い合わせの前に、次のことをご確認ください。

こんな異常がある時は

吐出エルボから
水が出ない

●電源プラグがはずれていませんか。
●ケーシングカバー、吐出エルボ、ストレーナーパイプ内にゴミが詰まっ
ていませんか。
●パイプ類がはずれていませんか。
●水槽の水位が下がっていませんか。

吐出エルボから
出る水の量が
少ない

●ケーシングカバー、吐出エルボ、ストレーナーパイプ内にゴミが詰まっ
ていませんか。
●パイプ類がはずれていませんか。
●水槽の水位が下がっていませんか。
●ジョイントゴムが劣化していませんか。

水がキレイに
ならない

白く濁っている
黄ばんでいる
濁っている

循環ポンプから
異常な音がする

●最初から魚をたくさん入れていませんでしたか。
●エサを与えすぎていませんか。
●敷砂利をセット時によく洗いましたか。
●ろ過材が所定の位置にセットされていますか。
●ろ過材が目詰まりしていませんか。
●水は循環していますか。
●流木などから色が出ていませんか。
（流木はアク抜きしたものをご使用ください）
●苔、アオコが発生していませんか。

●プロペラが下がっていませんか。
●ジョイントゴムが劣化していませんか。

ご確認になった上で調子が良くならない時は、ご購入店または当社にご相談ください。

■本製品は万全の注意をはらって製造いたしておりますが、万一故障の際に
はお買い上げのお店、または当社お客様相談室へご相談ください。
■本製品を改造したり、本書説明以外の使用による故障及び事故について当
社は一切責任を負いません。なお、品質向上のため、お断りなく仕様を変
更することがあります。あらかじめご了承ください。
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観賞魚飼育水槽用

〔屋内用〕

●使用中、異常が発生した場合は使用を中止し、生体の保全と安全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、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせの上ご使用ください。
　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、水草などの枯れについての補償はいたしません。あらかじめご了承ください。

ご注意

https://www.mkgr.jp
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部品交換の時期としかた

お願い誤ったご使用方法は火災や感電、故障などの原因となりますので必ずお守りください。

安全にお使いいただくために

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。）

●循環ポンプを水中に落とした時は、感
電の原因となりますので、すぐに電源
プラグを抜いてから取り出してくだ
さい。水に浸かった循環ポンプは感
電、火災の原因となりますので、使用
しないでください。

●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、セットを
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。

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。

正しい電源電圧、電源周波数で使用して
ください。
表示された電源電圧・電源周波数以外で使用す
ると、火災や感電、故障の原因となります。

本品はAC100V．50Hz・60Hz 共用です。

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、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。

＜注1＞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。

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たる
所で使用しないでください。

浴室や浴室の出入口の近く、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、トラッキング現象が起こり、火災、感電の原
因となります。

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、挟まない、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、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、感電の原因となり
ます。

改造して使用しないでください。
火災、感電の原因となります。

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。

循環ポンプから吐出エルボ、吐出パイプ、ストレー
ナー、ストレーナーパイプをはずし、パイプクリー
ナー（別売）などで細かいゴミやぬめりを洗います。（4
ページ図3参照）

ストレーナーの分解のしかた
両手で持って曲げるようにするとはずれ
ます。ストレーナーについた苔や水草な
どを取り除いてください。組み立てる時
は、パチンと音がするまで確実に押し込
んでください。

砂や水草、木くずなどが水中に浮遊した場合、循環ポンプ内
に吸い込まれ、
●プロペラに付着して負荷がかかり、回転に支障が出たり、プ
ロペラが下がってケーシングカバーを擦りやすくなります。
●シャフトや軸受けを消耗させ、回転振れが起きやすくなり
ます。
いずれの場合も異音の発生や吐出エルボから水が出にくく
なる原因となりますので、次の点にご注意ください。

※水槽内のお手入れの時などは、砂や異物が吸い込まれない
　ように、電源を切ってから行ってください。
※ケーシングカバー内を時々点検、掃除してください。

◆純正マット（別売）
交換の目安は3～6ヶ月、または形が崩れてきたら新
しいものと取り替えてください。なお、新しいマット
は水洗いしてからご使用ください。
※純正マットは「パワーマスター 915用マット」を販
　売店でお求めください。

◆循環ポンプ（SQ－15SK別売）
循環ポンプは何年も使えるというものではありませ
ん。1年間で洗濯機などの約10年間相当分も運転さ
れますので、1年で交換してください。

◆ジョイントゴム（別売）
※ジョイントゴムはモーターシャフトとプロペラシャ
フトを接続し、モーターの力をプロペラに伝える大
事な役目の部品です。（図10）
吐出エルボから出る水の量が少なかったり、循環ポ
ンプから異音がする場合は、ジョイントゴムが劣化
してスリップを起こしている可能性があります。確
認して交換してください。（先に7ページをご覧くだ
さい。）

ジョイントゴム交換の前にご確認ください。
ジョイントゴムの劣化による異常は、ごくまれです。
大部分は、ケーシングカバー内の汚れやシャフト、
軸受けの摩擦、プロペラが下がりケーシングカバー
を擦る場合が原因です。

ジョイントゴムの交換方法
①ビスを取ってケーシングカバーをはずします。
②ポンプケーシングの上部にあるビス（1ケ所）をはずし、ポ
ンプケーシングを少し力を入れて引っ張ってはずします。
③ジョイントゴムをはずし、モーターシャフトに新しいジョ
イントゴムを取り付けます。
※ジョイントゴムは奥深く一杯まで押し込んでください。

※プロペラはモーター側へゆっくり強く押し上げてください。

④ポンプケーシングをモーターベースにはめ込みます。
⑤プロペラシャフトを、ポンプケーシングの下から通して
ジョイントゴムにつなぎます。

⑥プロペラを指で回転させ、回転に異常がなければケーシン
グカバーを取り付けます。

循環ポンプ各部の名称

図ー10

モーターシャフト

モーターベース
ビス

ジョイントゴム

プロペラシャフト
ポンプケーシング

プロペラ

ケーシングカバー

（水入口）

（水出口）
（水位線）

④パイプ類を洗います。

誤った取扱いをした時に、
人の死亡や重傷などに結
びつく可能性があるもの

悪い例

トラップ

ビス

は禁止事項 は強制事項



お願い

各部の名称と仕様 ご使用方法

※ゴム栓は、しっかりはめておいてください。
   フィルター本体の掃除の時などにゴム栓
   をはずすと、水をほとんど抜くことができ
ます。

①お手入れの際、40℃以上のお湯やアルコール、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。
②接着テープ類を貼りつけたり、直射日光に当てたりしないでください。変色することがあります。
③直射日光の当たるところに設置しないでください。苔が発生しやすくなり、温度上昇や水質を悪くする原因となります。
④周囲温度が29℃以下で、風通しの良い場所で使用してください。周囲温度が高いと水中ポンプのモーターの温度が上昇し、寿命の短縮や
故障の原因となることがあります。
⑤水中ポンプは何年も使えるというものではありません。1年間で洗濯機などの約10年間相当分も運転されますので、1年で交換してくだ
さい。

●ご使用になる前に、フィルター本体、ろ過槽A、Bを水で軽く洗い流し（電気製品
は除く）、水分をふき取ってください。※洗剤は使用しないでください。

●循環ポンプにパイプなどを取り付けます。

①循環ポンプの水出口に吐出パイプをしっかり差し
込み、吐出パイプに吐出エルボを取り付けます。
（図2・図3）
※この時、吐出エルボの出口を必ず循環ポンプの本
体と反対の方向へ向けてください（図3）

※フィルター本体の底の部分が必ず水槽の上枠にか
かるように設置してください

※純正マットは「パワーマスター 915用」
をお買い求めの上、軽く水洗いしてから
ご使用ください。

②ストレーナーパイプにス
トレーナーを取り付け、
循環ポンプの水入口に差
し込んでください。（図3）

③吐出エルボに長い方の
シャワーパイプ、ジョイ
ントソケット、短い方の
シャワーパイプの順に
しっかりと接続してくだ
さい。

●フィルター本体を水槽の上に設置してください。
①フィルター本体を水槽枠に合わせて、正面か
　ら見て後方にセットします。

②ろ過槽A・Bの中に純正マットをセットします。
　（図4）

③落下エルボを水落下口の下から差し込み取り
付けます。（図1）

循環ポンプのプロペラが汚れ、砂利、その他の原因で回らなく
なって強制停止した場合、モーターが高温になり故障するこ
とがあります。
※異常加熱した場合、安全のため通電が遮断され（温度ヒューズが切れ）  
   再使用できなくなることがあります。

※本品にはろ過材が付属してお
りません。「パワーマスター
915用純正マット」をお買い
求めの上、ご使用ください。

ガラスフタの種類 水槽の種類
〈NVG-043〉ガラスフタ113・13M 
パワーマスター用（845×254mm）

〈NVG-042〉ガラスフタ11MS
パワーマスター用（408×104mm2枚1セット）

NEW スティングレーNS-113・NS-13M

NS-11MS

吐出エルボ

吐出パイプ（172mm)

循環ポンプ（SQ-15SK)

電源プラグ

ケーシング

ストレーナーパイプ
・190mmと110mmが入っています。
   水槽の深さに合わせてご使用ください。

ストレーナー

図－1

落下エルボ

フィルター本体

落下パイプブラケット

ゴム栓 カバーパイプ

オーバーフローパイプ

ろ過槽B

サイレントシリンダー

荒目マット（別売）

白マット（別売）
ジョイントソケット

シャワーパイプ

ポリ栓
短い方

長い方

フィルターフタ

※フィルターフタは3枚に分かれていて、それぞれの位置が決
まっています。NISSOの刻印が手前から見た時、正しく並んで
いるか確認しながらセットしてください。

※電源プラグは、全てのセッティングが終わるまで、コンセントに差し込まないでください。

組み立て方

強制停止（モーターロック）に注意

図ー 3図ー 2

循環ポンプの
水出口

この辺りまで吐出
パイプをしっかり
差し込む

加熱 異常に熱い

水が出てこない砂
利
が
つ
ま
る

吐出エルボ
シャワーパイプ

パイプの孔は下向に
吐出パイプ

水出口
水入口ストレーナー

パイプ

ストレーナー

ガラスフタの種類

ろ過材は別売です

43

ろ過槽A

※シャワーパイプの孔は必
　ず下向きにセットしてく
　ださい。

白マット
荒目マット

ろ過槽A ろ過槽B

荒目マット（孔あき）

白マット（孔あき）

図ー 4

フィルター本体



に注意

誤った取扱いをした時に、
傷害や物的障害などに結
びつく可能性があるもの は禁止事項 は強制事項

試運転
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●循環ポンプをフィルター本体のポンプベースにセットします。

③循環ポンプをポンプベース
に設置したあと、ブラケット
を上から取り付け、循環ポン
プが動かないように固定し
ます。（図6）

④ろ過槽にフィルターフタを
し、水槽にガラスフタ（別
売）をして組み立て終了で
す。（図7）

②電源プラグをコンセントに差し込み、図9の
ように水が流れることを確認してください。

①各部のパーツがきちんと組み立てられている
か、水槽の水の量が循環ポンプの水位線以上
になっているか確認します。（図8）

マットなどのろ過材を洗う時は、すすぎ洗い
と大きなゴミを除く程度にとどめます。洗い
すぎると、ろ過に有益なバクテリアをすべて
洗い流すことになり、再びセット初期の状態
と同様になってしまいます。また、水槽内の
水をバケツなどにとって、その中で洗う方が
有益なバクテリアを残すことができます。こ
の他、水槽とろ過槽を別の日に洗う方法もあ
ります。

日常の点検とお手入れ

　電源プラグを電源コンセントから抜き、
電源プラグの刃や刃と刃の間の汚れを
ふき取ってください。
※水にぬれたものやプラグの刃が腐食
しているものは、危険ですから使用し
ないでください。

循環ポンプをゆっくり引き上げて取り
はずします。
※この時、蛍光灯やサーモスタットな
どに水をこぼさないように注意してく
ださい。

③プロペラの点検

※循環ポンプのモーター部分には絶対水をかけないでくださ
い。

2）プロペラは汚れや水の抵抗、ジョイントゴムの劣化などで
下がることがあります。お手入れの際、プロペラ部分を
モーター側へ強く押し上げてください。

1）ビスを取ってケーシングカバーをはずし、内部やプロペラ
についた汚れや水草などを取り除いてください。

水入れが完了する前に通電しないでください。

循環ポンプの上にものを置かないでください。

ストレーナーは取り付けて使用してください。

循環ポンプに異物を入れないでください。

プラグは持って抜いてください。

衝撃を加えたり、傷つけたりしないでください。

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。

水槽にはガラスフタをしてください。

エアーレーションの位置に注意してください。

小さなお子さまやペットに注意してください。

器具にさわったり、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注意して
ください。また、ペットがじゃれて電源コードを引っ
張ったり、かんだりしないように注意してください。
火災や感電の原因となることがあります。

循環ポンプの下でエアーレーションを
行なうと、水滴が循環ポンプにかかり火
災や感電、故障の原因となることがあり
ます。ストレーナーから離して設置して
ください。

ガラスフタをしないと、循環ポンプや水
槽周辺の電気器具に水滴や塩分などが
付着し、火災、感電の原因となることが
あります。ガラスフタは別売です。

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。

落としたり、ぶつけたり、傷をつけないようにして
ください。火災や感電、故障の原因となることがあ
ります。

電源コードに傷がつくと、火災、感電の原因となること
があります。電源プラグを抜く時は電源コードを引っ張
らず、電源プラグを持って抜いてください。

針金などの金属類や燃えやすいものが入ると、火
災、感電の原因となることがあります。

ストレーナーをはずしたまま使用すると、
水草や魚などが吸い込まれ、事故や故障の
原因となります。

循環ポンプの通風孔をふさぐと、内部に熱
がこもり火災や故障の原因となることが
あります。

水槽にセットする前の空運転や、セット後も
水量が少ない状態での運転は、火災や故障の
原因となることがあります。

吐出エルボ 溝

ブラケット

ポンプ用孔

循環ポンプ ポンプベース ろ過槽本体

フィルターフタ ガラスフタ
（別売）

図-5 図-6 図-7

水位線

水入口

図-8 図-9

吐出パイプ
循環ポンプ ろ過材（純正マット）

水落下口

落下
エルボ

ストレーナー
パイプ
ストレーナー

ワンポイントアドバイス

日常の点検
お手入れ

水滴・塩分・汚れの付着、水量、水の循環、水温
目安として2～3ヶ月に1度位ろ過槽の掃除

（図9参照）

図-10

ケーシングカバー

①電源プラグを抜きます。

②循環ポンプをはずします。

注意

①カバーパイプをろ過槽に
オーバーフローパイプをカ
バーパイプの中を通して、ろ
過層本体底の差し込み穴に
それぞれ取り付けます。

②パイプなどを取り付けた循
環ポンプを、ポンプ用孔から
水槽内へ差し込みます。※吐
出エルボの溝とろ過槽の溝
をしっかりはめ合わせてく
ださい。（図5、6）

※

こ
の
部
分
に
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
が
均
等
に

　
当
た
る
様
に
取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

オーバーフローパイプ

カバーパイプ

水位線

水 ぬ れ
塩分付着
腐　　食

ここにプロペラが
あります


