
ルームメイト238をお買い求めいただきまして、誠にありがと
うございます。正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に
必ずこの取扱説明書をお読みください。そのあと大切に保管し、
必要に応じてお読みください。

取扱説明書

■本製品は万全の注意をはらって製造しておりますが、万一の故障の際にはお買い上げの
販売店、または当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。
■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できる場合は、
保証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保管してお
いてください。

ご注意
●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、お買い上げの販売店または当社お客様相談室に
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１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。

ルームメイト238製 品 名
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

水槽サイズ 242×165×H268（約6.8ℓ）

定格電源 AC100V（50/60Hz）
材質 ガラス水槽（枠、ろ過槽：ABS）

ポンプ流量 2.5/2.9ℓ/分（50/60Hz）※ポンプ単体性能
ポンプ消費電力 約 2.8/2.8W（50/60Hz）

■仕様

●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、地震の時など
は電源プラグを抜いてください。

●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。

●コンセントに水滴がかかったり、水がコードを伝わっ
て濡れると火災、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。

●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。　

●水中モーターやLEDライトの電源プラグは、絶対に水
に濡らさないでください。また濡れた手で電源プラグ
の抜き差しもしないでください。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。

●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。

●火災、感電の原因となります。

安全にお使いいただくために

＜ご使用方法＞

＜分解図＞

＜日常の点検とお手入れ＞

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。

警告
誤った取り扱いをした時に、人の死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

は禁止事項・　　 は強制事項

●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。

●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。

●運転している状態で、ろ材の出し入れを行わないでください。感電の原因
となることがあります。また、水があふれ出し思わぬ事故につながる場合も
あります。

●水槽の上にタオルなどをのせると、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。

●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。

●ほとんどが合成樹脂製品です。汚れの拭き取
りは水で行い、シンナー、ベンジン等、また傷
のつきやすいもの、化学雑巾の使用はやめて
ください。

●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、
故障やガラスの割れやキレツの原因となることがあります。

●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。

●水中ポンプの吸い込み口でエアーレーションを行うと気泡を吸い込み、水が
上がらなくなり異常音がする場合があります。

●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。

●水の蒸発などによる水槽内の水位の低下には十分気をつけてください。
ヒーターを使用される場合、安全のために、空焚き防止機能付のヒーターの
ご使用をおすすめします。（水位線以上の水位にしてください）

●種類によっては、プラスチックにひびが入り割れる場合があります。

電気製品の近くでは使用しないでください。

運転を停止してからろ材の交換を行ってください。

水槽の上には物を置かないでください。

電源プラグを持って抜いてください。

汚れの拭き取りは水で行ってください。

衝撃を加えたり、傷つけたりしないでください。

電源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。

吸水口近くのエアーレーションはしないでください。

小さなお子様に注意してください。

水位の低下には十分気をつけてください。

水槽の近くで、有機溶剤系のスプレーは使用しないでください。

水入れが完了する前に通電しないでください。次の時は電源プラグを抜いてください。（濡れた手でさわらないでください。）　

屋内の観賞魚用水槽以外には使用しないでください。

コンセントの位置に注意してください。

正しい電源電圧、電源周波数で使用してください。

水や塩分などがかからないようにしてください。

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。

コードを傷めたり、傷めたまま使用しないでください。

改造して使用しないでください。

注意
誤った取り扱いをした時に、傷害や物的障害に結びつく可能性があるもの

〈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。

写真はイメージです。

〈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。
　（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
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。

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。

ルームメイト238

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

ろ材の交換簡単！
水中に手を入れずに簡単に
交換できます。（２個入り）

省エネ LEDライト付
（ブルー＆ホワイト）

交換ろ材
NTM-246（別売り）
ルームメイト用交換カートリッジS　4個入り

①水槽の置き場所を決めます。
　直射日光のあたらないしっかりとした台の上においてください。
　電気製品の上やそばには置かないでください。
②水中モーターとLEDライトのコンセントをご用意ください。
③ろ材を袋から出し、水道水で軽くすすいだ後、取っ手部分が
排水口の方になるように二段重ねてセットします。

※袋内に本製品の成分の粉状のものが残っていることがありま
すが、有効成分は内部に含まれていますので使用上問題あり
ません。

④シャワーパイプの排水口はろ材に垂直に向けてください。
⑤ろ材の交換は２～３週間に１回交換しますが、ろ材の交換は
１個ずつ行い、１週間以上間隔をあけてろ過バクテリアの損
失を最小限にしてください。

⑥モーターの掃除は水中モーターの流量が減少してきましたら
分解掃除して下さい。

①上部カバー
②ライトスイッチ
③水槽
④ろ材（交換カートリッジ）
⑤シャワーパイプ
⑥止水栓
⑦エルボー
⑧水中モーター
⑨吸水パイプ
⑩ストレーナー

＜水槽セットの手順＞
①水槽の置き場所を決めます。
　水槽を洗って水漏れをチェックします。（洗剤は使用しないで
ください）

　輸送中のダメージによるワレやキレツがないかをチェック
してください。

②上部フィルターにろ材をセットします。
③砂利や水草を入れてから最低水位線より水位が上になるよう
に水を入れます。

注）水中モーターに吸い込まれるような細かい砂利は故障の原
因になるのでご注意ください。

④水道水はカルキ抜きなどの水質調整剤で中和します。
⑤熱帯魚など、飼育に適した水温にする場合、別売のヒーターと
サーモスタットをセットします。

⑥電源を入れ水漏れがないかチェックして水が落ち着いてから
（少なくとも１日後に）魚を入れましょう。
※伝い漏れが発生しないように１週間に１度は水槽の周辺を
チェックしましょう

水中モーターのお手入れ
1.電源プラグをコンセントから抜きます。
2.水槽から本品を取り出します。
3.水中モーター部を右図のように分解します。
4.マグネットローターにからまった汚れや水アカなどをブラシ
などで落とします。

5.洗浄後は部品を取りはずした順番の逆に組みたたてください。
※マグネットローターの汚れがひどくなったり、回転部がすり
減っている場合は交換時期です。また、誤って羽根を破損する
と異音を発生したり、流量に影響がでますので、新しい水中
モーターと交換してください。

交換部品：NWV-357 
　　　　　ルームメイト238用
　　　　　水中モーターセット（分解図⑤～⑩）
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ご使用いただく時の注意点
※お手入れの際、40℃以上のお湯やアルコール、シンナー、洗剤などの使用はしないでください。変質、変形したり魚の死亡原因となります。

フィルターから水が出ない。
水中モーターが動かない。
（吐出量が少ない）

異常音が発生する。

電源が入っていますか？
原因・チェック現　象 処置方法

ろ材が目詰りしている

マグネットローターが軸を中心に
スムーズに回転していない。

コンセントに電源プラグをしっかり
差し込んでください。

ろ材を新しいものに交換してください。

羽根が破損していないかチェックします。 羽根が折れていたら、新しい水中モーターと
交換してください。

長時間使用すると、回転部分が摩耗しますので
新しい水中モーターと交換してください。

マグネットローターやモーター内部にゴ
ミや水アカが付着している。または細か
い砂や水草、ろ材などの異物を巻き込ん
でいる。

マグネットローターやローターホールのゴミ
や水アカを掃除してください。

◎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！

最低水位

マグネットローター

ローターカバー

モーターカバー

吸水パイプ

こんな異常がある時は
注意：細かい砂などの異物を吸い込むと止まります。下記を参考に処置をしてください。

NWV-357
ルームメイト238用
水中モーターセット

水中モーター付
 静かな運転音！

取っ手部分
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取扱説明書

■本製品は万全の注意をはらって製造しておりますが、万一の故障の際にはお買い上げの
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水槽サイズ 242×165×H268（約6.8ℓ）

定格電源 AC100V（50/60Hz）
材質 ガラス水槽（枠、ろ過槽：ABS）

ポンプ流量 2.5/2.9ℓ/分（50/60Hz）※ポンプ単体性能
ポンプ消費電力 約 2.8/2.8W（50/60Hz）

■仕様

●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、地震の時など
は電源プラグを抜いてください。

●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。

●コンセントに水滴がかかったり、水がコードを伝わっ
て濡れると火災、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。

●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。　

●水中モーターやLEDライトの電源プラグは、絶対に水
に濡らさないでください。また濡れた手で電源プラグ
の抜き差しもしないでください。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。

●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。

●火災、感電の原因となります。

安全にお使いいただくために

＜ご使用方法＞

＜分解図＞

＜日常の点検とお手入れ＞

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。

警告
誤った取り扱いをした時に、人の死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

は禁止事項・　　 は強制事項

●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。

●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。

●運転している状態で、ろ材の出し入れを行わないでください。感電の原因
となることがあります。また、水があふれ出し思わぬ事故につながる場合も
あります。

●水槽の上にタオルなどをのせると、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。

●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。

●ほとんどが合成樹脂製品です。汚れの拭き取
りは水で行い、シンナー、ベンジン等、また傷
のつきやすいもの、化学雑巾の使用はやめて
ください。

●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、
故障やガラスの割れやキレツの原因となることがあります。

●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。

●水中ポンプの吸い込み口でエアーレーションを行うと気泡を吸い込み、水が
上がらなくなり異常音がする場合があります。

●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。

●水の蒸発などによる水槽内の水位の低下には十分気をつけてください。
ヒーターを使用される場合、安全のために、空焚き防止機能付のヒーターの
ご使用をおすすめします。（水位線以上の水位にしてください）

●種類によっては、プラスチックにひびが入り割れる場合があります。

電気製品の近くでは使用しないでください。

運転を停止してからろ材の交換を行ってください。

水槽の上には物を置かないでください。

電源プラグを持って抜いてください。

汚れの拭き取りは水で行ってください。

衝撃を加えたり、傷つけたりしないでください。

電源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。

吸水口近くのエアーレーションはしないでください。

小さなお子様に注意してください。

水位の低下には十分気をつけてください。

水槽の近くで、有機溶剤系のスプレーは使用しないでください。

水入れが完了する前に通電しないでください。次の時は電源プラグを抜いてください。（濡れた手でさわらないでください。）　

屋内の観賞魚用水槽以外には使用しないでください。

コンセントの位置に注意してください。

正しい電源電圧、電源周波数で使用してください。

水や塩分などがかからないようにしてください。

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。

コードを傷めたり、傷めたまま使用しないでください。

改造して使用しないでください。

注意
誤った取り扱いをした時に、傷害や物的障害に結びつく可能性があるもの

〈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。

写真はイメージです。

〈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。
　（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
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。

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。

ルームメイト238

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

ろ材の交換簡単！
水中に手を入れずに簡単に
交換できます。（２個入り）

省エネ LEDライト付
（ブルー＆ホワイト）

交換ろ材
NTM-246（別売り）
ルームメイト用交換カートリッジS　4個入り

①水槽の置き場所を決めます。
　直射日光のあたらないしっかりとした台の上においてください。
　電気製品の上やそばには置かないでください。
②水中モーターとLEDライトのコンセントをご用意ください。
③ろ材を袋から出し、水道水で軽くすすいだ後、取っ手部分が
排水口の方になるように二段重ねてセットします。

※袋内に本製品の成分の粉状のものが残っていることがありま
すが、有効成分は内部に含まれていますので使用上問題あり
ません。

④シャワーパイプの排水口はろ材に垂直に向けてください。
⑤ろ材の交換は２～３週間に１回交換しますが、ろ材の交換は
１個ずつ行い、１週間以上間隔をあけてろ過バクテリアの損
失を最小限にしてください。

⑥モーターの掃除は水中モーターの流量が減少してきましたら
分解掃除して下さい。

①上部カバー
②ライトスイッチ
③水槽
④ろ材（交換カートリッジ）
⑤シャワーパイプ
⑥止水栓
⑦エルボー
⑧水中モーター
⑨吸水パイプ
⑩ストレーナー

＜水槽セットの手順＞
①水槽の置き場所を決めます。
　水槽を洗って水漏れをチェックします。（洗剤は使用しないで
ください）

　輸送中のダメージによるワレやキレツがないかをチェック
してください。

②上部フィルターにろ材をセットします。
③砂利や水草を入れてから最低水位線より水位が上になるよう
に水を入れます。

注）水中モーターに吸い込まれるような細かい砂利は故障の原
因になるのでご注意ください。

④水道水はカルキ抜きなどの水質調整剤で中和します。
⑤熱帯魚など、飼育に適した水温にする場合、別売のヒーターと
サーモスタットをセットします。

⑥電源を入れ水漏れがないかチェックして水が落ち着いてから
（少なくとも１日後に）魚を入れましょう。
※伝い漏れが発生しないように１週間に１度は水槽の周辺を
チェックしましょう

水中モーターのお手入れ
1.電源プラグをコンセントから抜きます。
2.水槽から本品を取り出します。
3.水中モーター部を右図のように分解します。
4.マグネットローターにからまった汚れや水アカなどをブラシ
などで落とします。

5.洗浄後は部品を取りはずした順番の逆に組みたたてください。
※マグネットローターの汚れがひどくなったり、回転部がすり
減っている場合は交換時期です。また、誤って羽根を破損する
と異音を発生したり、流量に影響がでますので、新しい水中
モーターと交換してください。

交換部品：NWV-357 
　　　　　ルームメイト238用
　　　　　水中モーターセット（分解図⑤～⑩）
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ご使用いただく時の注意点
※お手入れの際、40℃以上のお湯やアルコール、シンナー、洗剤などの使用はしないでください。変質、変形したり魚の死亡原因となります。

フィルターから水が出ない。
水中モーターが動かない。
（吐出量が少ない）

異常音が発生する。

電源が入っていますか？
原因・チェック現　象 処置方法

ろ材が目詰りしている

マグネットローターが軸を中心に
スムーズに回転していない。

コンセントに電源プラグをしっかり
差し込んでください。

ろ材を新しいものに交換してください。

羽根が破損していないかチェックします。 羽根が折れていたら、新しい水中モーターと
交換してください。

長時間使用すると、回転部分が摩耗しますので
新しい水中モーターと交換してください。

マグネットローターやモーター内部にゴ
ミや水アカが付着している。または細か
い砂や水草、ろ材などの異物を巻き込ん
でいる。

マグネットローターやローターホールのゴミ
や水アカを掃除してください。

◎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！

最低水位

マグネットローター

ローターカバー

モーターカバー

吸水パイプ

こんな異常がある時は
注意：細かい砂などの異物を吸い込むと止まります。下記を参考に処置をしてください。

NWV-357
ルームメイト238用
水中モーターセット

水中モーター付
 静かな運転音！

取っ手部分



ルームメイト238をお買い求めいただきまして、誠にありがと
うございます。正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に
必ずこの取扱説明書をお読みください。そのあと大切に保管し、
必要に応じてお読みください。

取扱説明書

■本製品は万全の注意をはらって製造しておりますが、万一の故障の際にはお買い上げの
販売店、または当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。
■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できる場合は、
保証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保管してお
いてください。

ご注意
●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、お買い上げの販売店または当社お客様相談室に
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１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。

ルームメイト238製 品 名
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

水槽サイズ 242×165×H268（約6.8ℓ）

定格電源 AC100V（50/60Hz）
材質 ガラス水槽（枠、ろ過槽：ABS）

ポンプ流量 2.5/2.9ℓ/分（50/60Hz）※ポンプ単体性能
ポンプ消費電力 約 2.8/2.8W（50/60Hz）

■仕様

●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、地震の時など
は電源プラグを抜いてください。

●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。

●コンセントに水滴がかかったり、水がコードを伝わっ
て濡れると火災、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。

●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。　

●水中モーターやLEDライトの電源プラグは、絶対に水
に濡らさないでください。また濡れた手で電源プラグ
の抜き差しもしないでください。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。

●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。

●火災、感電の原因となります。

安全にお使いいただくために

＜ご使用方法＞

＜分解図＞

＜日常の点検とお手入れ＞

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。

警告
誤った取り扱いをした時に、人の死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

は禁止事項・　　 は強制事項

●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。

●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。

●運転している状態で、ろ材の出し入れを行わないでください。感電の原因
となることがあります。また、水があふれ出し思わぬ事故につながる場合も
あります。

●水槽の上にタオルなどをのせると、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。

●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。

●ほとんどが合成樹脂製品です。汚れの拭き取
りは水で行い、シンナー、ベンジン等、また傷
のつきやすいもの、化学雑巾の使用はやめて
ください。

●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、
故障やガラスの割れやキレツの原因となることがあります。

●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。

●水中ポンプの吸い込み口でエアーレーションを行うと気泡を吸い込み、水が
上がらなくなり異常音がする場合があります。

●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。

●水の蒸発などによる水槽内の水位の低下には十分気をつけてください。
ヒーターを使用される場合、安全のために、空焚き防止機能付のヒーターの
ご使用をおすすめします。（水位線以上の水位にしてください）

●種類によっては、プラスチックにひびが入り割れる場合があります。

電気製品の近くでは使用しないでください。

運転を停止してからろ材の交換を行ってください。

水槽の上には物を置かないでください。

電源プラグを持って抜いてください。

汚れの拭き取りは水で行ってください。

衝撃を加えたり、傷つけたりしないでください。

電源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。

吸水口近くのエアーレーションはしないでください。

小さなお子様に注意してください。

水位の低下には十分気をつけてください。

水槽の近くで、有機溶剤系のスプレーは使用しないでください。

水入れが完了する前に通電しないでください。次の時は電源プラグを抜いてください。（濡れた手でさわらないでください。）　

屋内の観賞魚用水槽以外には使用しないでください。

コンセントの位置に注意してください。

正しい電源電圧、電源周波数で使用してください。

水や塩分などがかからないようにしてください。

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。

コードを傷めたり、傷めたまま使用しないでください。

改造して使用しないでください。

注意
誤った取り扱いをした時に、傷害や物的障害に結びつく可能性があるもの

〈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。

写真はイメージです。

〈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。
　（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
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。

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。

ルームメイト238

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

ろ材の交換簡単！
水中に手を入れずに簡単に
交換できます。（２個入り）

省エネ LEDライト付
（ブルー＆ホワイト）

交換ろ材
NTM-246（別売り）
ルームメイト用交換カートリッジS　4個入り

①水槽の置き場所を決めます。
　直射日光のあたらないしっかりとした台の上においてください。
　電気製品の上やそばには置かないでください。
②水中モーターとLEDライトのコンセントをご用意ください。
③ろ材を袋から出し、水道水で軽くすすいだ後、取っ手部分が
排水口の方になるように二段重ねてセットします。

※袋内に本製品の成分の粉状のものが残っていることがありま
すが、有効成分は内部に含まれていますので使用上問題あり
ません。

④シャワーパイプの排水口はろ材に垂直に向けてください。
⑤ろ材の交換は２～３週間に１回交換しますが、ろ材の交換は
１個ずつ行い、１週間以上間隔をあけてろ過バクテリアの損
失を最小限にしてください。

⑥モーターの掃除は水中モーターの流量が減少してきましたら
分解掃除して下さい。

①上部カバー
②ライトスイッチ
③水槽
④ろ材（交換カートリッジ）
⑤シャワーパイプ
⑥止水栓
⑦エルボー
⑧水中モーター
⑨吸水パイプ
⑩ストレーナー

＜水槽セットの手順＞
①水槽の置き場所を決めます。
　水槽を洗って水漏れをチェックします。（洗剤は使用しないで
ください）

　輸送中のダメージによるワレやキレツがないかをチェック
してください。

②上部フィルターにろ材をセットします。
③砂利や水草を入れてから最低水位線より水位が上になるよう
に水を入れます。

注）水中モーターに吸い込まれるような細かい砂利は故障の原
因になるのでご注意ください。

④水道水はカルキ抜きなどの水質調整剤で中和します。
⑤熱帯魚など、飼育に適した水温にする場合、別売のヒーターと
サーモスタットをセットします。

⑥電源を入れ水漏れがないかチェックして水が落ち着いてから
（少なくとも１日後に）魚を入れましょう。
※伝い漏れが発生しないように１週間に１度は水槽の周辺を
チェックしましょう

水中モーターのお手入れ
1.電源プラグをコンセントから抜きます。
2.水槽から本品を取り出します。
3.水中モーター部を右図のように分解します。
4.マグネットローターにからまった汚れや水アカなどをブラシ
などで落とします。

5.洗浄後は部品を取りはずした順番の逆に組みたたてください。
※マグネットローターの汚れがひどくなったり、回転部がすり
減っている場合は交換時期です。また、誤って羽根を破損する
と異音を発生したり、流量に影響がでますので、新しい水中
モーターと交換してください。

交換部品：NWV-357 
　　　　　ルームメイト238用
　　　　　水中モーターセット（分解図⑤～⑩）
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ご使用いただく時の注意点
※お手入れの際、40℃以上のお湯やアルコール、シンナー、洗剤などの使用はしないでください。変質、変形したり魚の死亡原因となります。

フィルターから水が出ない。
水中モーターが動かない。
（吐出量が少ない）

異常音が発生する。

電源が入っていますか？
原因・チェック現　象 処置方法

ろ材が目詰りしている

マグネットローターが軸を中心に
スムーズに回転していない。

コンセントに電源プラグをしっかり
差し込んでください。

ろ材を新しいものに交換してください。

羽根が破損していないかチェックします。 羽根が折れていたら、新しい水中モーターと
交換してください。

長時間使用すると、回転部分が摩耗しますので
新しい水中モーターと交換してください。

マグネットローターやモーター内部にゴ
ミや水アカが付着している。または細か
い砂や水草、ろ材などの異物を巻き込ん
でいる。

マグネットローターやローターホールのゴミ
や水アカを掃除してください。

◎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！

最低水位

マグネットローター

ローターカバー

モーターカバー

吸水パイプ

こんな異常がある時は
注意：細かい砂などの異物を吸い込むと止まります。下記を参考に処置をしてください。

NWV-357
ルームメイト238用
水中モーターセット

水中モーター付
 静かな運転音！

取っ手部分


