
ORCA-T

オルカ エクセルキャビネット

オルカオーバーフロー水槽
Tank

EXCEL CABINET

汚れが目立ちにくい
ブラック三重管を採用

水槽の高さ50cmで
広い観賞面

フランジ部分はクリアシリコンで
見た目もスッキリ

高さ85cm のキャビネットだから
イスに座って見やすい

水槽下部が 3cm 落ち込む仕様で
底砂の汚れも気にならない

天板 -3cm

右開き85
cm



Aquarium tank

オルカ 
オーバーフロー水槽フルセット

9cm

9.5cm

9cmW29.5×
H55cm

20

600/900

30

φ50

50
0

6450

30

100100

43.7

42.6

10

10

10

10

オルカ- T90

×2枚

エクセルキャビネット 648

T-60 T-90

エクセルキャビネット 948

Tank
オルカオーバーフロー水槽

オルカ エクセルキャビネット

EXCEL CABINET

ガラスフタサイズ
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オルカ- T60

W38.5
×

H55cm

9cm 9cm

φ9cm

10cm

10cm

W 93.5× D 47× H 132 192,500 円

W 63.5× D 47× H 132 165,000 円 ブラック
ホワイトオルカ T90 フルセット

オルカ T60 フルセット

定価（税込）フルサイズ（cm）商品名 カラー

セット内容：水槽、三重管パーツ、マット、ガラス蓋、キャビネット、サンプ 550、ウールボックス、配管キット

W90× D45× H50 95,700 円
※付属品：三重管パーツ、マット、ガラス蓋

W60× D45× H50 77,000 円

サイズ（cm）

オルカ T90

オルカ T60

商品名 定価（税込）

8mm

10mm

ガラス厚

T60/T90 共通 T60 T90

（86.5×44×77）

（56.5×44×77）

58,300 円W93.5× D47× H85

46,200 円W63.5× D47× H85

サイズ（cm） 有効内寸

エクセルキャビネット 948

エクセルキャビネット 648

商品名 定価（税込）

オーバーフロー穴位置 キャビネット背面図

T-90T-60



配管キット

Size：W54cm×D40cm×H43cm

セット内容：サンプ、ウールボックス、配管キット
ウールボックスサイズ W14.5×D39×H15※

定価：58,300 円（税込）
EXCEL SUMP 550

14.5

1.5

ウールボックスフランジ
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38
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54

サイズの詳細は
ホームページでチェック！

定価（税込）

25,850 円

18,480 円
サイズ（W×D×H）cm

320×320×800mm

620×320×800mm

商品名

エクセルキャビネット ウッディ30

エクセルキャビネット ウッディ60

22,000 円 470×320×800mmエクセルキャビネット ウッディ45

※掲載写真と柄の出方が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※オーバーフロー用の穴はありませんのでご注意ください。
※全サイズ組み立て式になります。

余裕のある天板サイズ 木目のイメージ(※扉以外)

厚さ 3cmの側板・天板が
優れた強度と安定性を実現
シンプルでスタイリッシュな
木目調のデザイン
底板を底上げし、
水による腐食を予防
椅子に座って見やすい
高さ 80cmを採用

モダンインテリアとの相性を追求した木目調キャビネット

※使用可能スキマー：ALTIMA300S/500S/BR-02/BR-03/BR-04/BR-06
　　　　　　　　　　HS-400/HS-850

エクセルキャビネットウッディ

Woody 
EXCEL CABINET



スタンダード /PH 上昇抑制　定価：1,540 円（税込）

今までのろ材の
常識を超越する
新素材！ LiteBioMedia

Next Generation
ネクストジェネレーション バイオメディア ライト

XS size（0.4L）

有孔部の表面積がすべて連続する
オールコネクテッド構造の洗える次世代型ろ材

バイオメディアとは...

50倍 500倍 5000倍50X 500X 5000X

表面積換算

0.4L
1箱

BioMediaライト
= =
2倍以上 200倍以上

Typical Ceramic media Typical PP Filter ball

表面積（1Boxあたり）: 900m2≧

姉妹商品の ZOOX Next Generation 
Bio Media と

同じ生産ラインを使用

バイオメディア S～L 解説ブログ

革新的!!洗ってもバクテリアを保持
レジン製多層ポリマー崩れず、ダストの出ない特殊素材

◆

◆

◆

・バクテリアや全ての生体に安全、安心のポリマー素材。

・バクテリアの定着に最適な多孔空間が好気バクテリアを
強力にサポートします。

・驚きの浸透力と保水力を持ち、有孔部の表面積がすべて
連続するオールコネクテッド構造。
１箱あたり最大900m2と省スペースで理想的なバクテ
リアの棲家を提供できます。

・簡単メンテナンスで長寿命、不活性の特別素材で作られて
います。
細かいダストやろ材の溶解の心配がなく、長期使用による
目詰まり時も、もみ洗い可能。
・激しく洗浄して有機物を除いた後も約70％のバクテリアを
キープすることができます。
・専用ブラックネット付属。

スタンダードPH上昇抑制 （淡水用） （淡水海水両用）

全てのタイプの水槽（淡水海水両用）向け 
基本ろ材

水草水槽やビーシュリンプ、ディスカスやアピスト
などの水槽向け補助ろ材
本製品は鉱物由来の天然ミネラルを含み、PHの上昇を
抑える働きをもっています。この効力は水質や使用状況に
よって異なり、時間の経過と共に低下します。

淡水海水使用可

淡水用

1×1×1cm（通水時）
1piece 目安サイズ

日本市場向けの中～小型水槽向け
Lite バージョン !

その驚異の能力はブログで！



定価：88,000 円（税込）シェル AIO60

定価：38,280 円（税込）
シェル AIO 専用キャビネット638

（正面からのイメージ）

SHELL AIO-60
オールインワンシステムタンク

●水槽サイズ：W60×D35×H35.5cm
　　　　　　　　（リアサンプスクリーン・照明を除く）
●総水量：約60L　
●ガラス厚：6mm

水槽本体
照明（ラグーンシャイナー・スタンド付き）

プロテインスキマー（オルカスキマーミニットⅡ）
ろ材（バイオメディアライトスダンダード）
循環ポンプ（SICCE シンクラ1.0）
スポンジ
フィルター（交換可能）
ガラスフタ＆ガラスフタホルダー（4個）

・
・

・
・
・
・
・
・

セット内容

＊吊り下げパーツは付属しません。

A. フィルター/ヒータースペース
　　 （ヒーターは付属していません）
B. スキマースペース
C. ろ材スペース
D. スポンジスペース
E. 循環ポンプスペース

●キャビネットサイズ：W60×D35×80.5cm

A B C D E

※注意：エアポンプは含まれていません。適応するポンプ（吐出量
が毎分 1.5L 以上で調節機能付のもの）を別途ご購入ください。

※水槽マットは水槽本体に接着されています。



定価：56,100 円（税込）シェルⅡフレッシュ
定価：63,800 円（税込）シェルⅡ

※画像はイメージです。

SHELL  Ⅱ
Fresh

※注意：エアポンプは含まれていません。適応するポンプ（吐出量
が毎分 1.5L 以上で調節機能付のもの）を別途ご購入ください。

A. ヒータースペース
 （ヒーター（別売り）やクーラー用ポンプ（別売り）も設置可能）

B. スキマースペース＊海水のみ
C. フィルタースポンジスペース
D. メディアケース
E. 循環ポンプスペース

セット内容

リアサンプシステム

・水槽
・プロテインスキマー＊海水のみ（オルカスキマーミニットⅡ）
・LEDライト
　（海水用：オプティマスリーフナノ2、淡水用：オプティマスフレッシュナノ）
・循環ポンプ（SICCE マイクラプラス）
・メディアケース（うち1段のみリングろ材入り）
・フィルタースポンジ
・リアサンプカバー
・水槽マット
・ガラスフタ＆フタホルダー

（正面からのイメージ）

A B C D E

総水量４０L 
小型オールインワン
システムタンク

スタイリッシュでインテリア性の高いオールガラス

立ち上げと解説の
動画をチェック！

水槽サイズ：W42×D34×H34cm
 （リアサンプカバー、LEDを除く）

総水量：40L　　ガラス厚：5mm
LED：10段階調光

消費電力（最大）：LED 33W
循環ポンプ（50Hz）4.5W
　　　　　  （60Hz）5W

循環ポンプ流量：（50Hz）370L/h
　　　　　　　　（60Hz）430L/h

シェルⅡ
SHELL  Ⅱ

シェルⅡ フレッシュ

海水用

淡水用



専用キャビネット

（ブラック/ホワイト）定価：25,300 円（税込）

サイズ：W42×D35×H80㎝
内寸：W39×D31×H（開口部）68㎝

シェルⅡ設置例 背面イメージ

※ヒンジを含めない

SHELL  Ⅱ
Fresh
シェルⅡ フレッシュ

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

SHELL  Ⅱ

シェルⅡ
SHELL  Ⅱ



定価：2,090 円（税込）

定価：22,110 円（税込）

適合（ポンプ/フィルター）流出量：300-1200l/h

ジョイントパーツ内径：Φ12mm, Φ16mm

・電力は要りません。ポンプの吐出口に装着するだけで簡単に使えます。

・水の力でプロペラが回転することで、全体に水流を作ります。

・自然に近い波効果を作ることによって、生き物に
好ましい環境を作り出します。

・取り入れる酸素の量を大幅に増やすことが可能に
なります。

・水面をランダムに波立たせることによって、ガラス
面に付着する白線の発生を防ぎます。

淡水海水使用可

淡水海水使用可

360°回転

360°Flow Deflector
ORCA 回転式ディフレクター

ポンプやフィルターの吐出口に取り付けて
自然の波効果を再現

業界最小クラス
超小型DC水流ポンプ Minute Stream 2000

ORCA wavemaker

幅42cmのShell2でも
目立たない！

45mm

60㎝以下の

小型水槽用

・5ｃｍに満たない超コンパクト

・多機能コントローラー
業界最小クラス水槽内のモーター部分4.5×4.5×4.2

小型ながら従来のDCポンプにできる流量調整や
ウェーブパターンなどほぼ全ての機能を搭載。

・特殊構造インペラーの静音設計
モーターブロックをインペラーが覆う特殊構造によって
小型化と静穏性を実現。

45mm

42mm
8.5mm流量 800～2000L/h

対応水槽サイズ 60cm以下

最大消費電力 9W

最小消費電力 3W

対応ガラス厚 12mm以下



定価：4,400 円（税込）

オルカスキマー ミニットⅡ

海水専用

ガラス厚８mm以下に対応

※ エアーポンプ別売り

Hang on Type

エアー調整
バルブ付属

本
体
高
さ
29
cm

定価：10,450 円（税込）

海水専用

ガラス厚7mm以下に対応

Hang on Type

MinuteⅡ

逆流防止弁

60cm以下の小型水槽用プロテインスキマー
設置・使い方が簡単な

60cm以下の小型水槽用プロテインスキマー
設置・使い方が簡単な

オルカ スキマーミニットⅡ デラックス

DX

本体サイズ：W75xD76.5xH320mm
定格電圧/周波数：100-240V 50/60Hz
消費電力：2.8W（±5％）

・ポンプ付属でプラグ&プレイ

・ニードルホイールインペラーにより
　コンパクトなスキミングを実現

・60cm以下の小型水槽に最適

・設置・使い方が簡単

小型ポンプ
付き！

本
体
高
さ
3
2
cm

ウッド
ストーン
タイプ

2重構造だから高いスキミング能力！

スキマーミニットⅡのポンプ付きバージョン

Wood Stone
3 piece pack

ウッドストーン3個パック

超微細な
泡沫をつくる

定価：1,650 円（税込）

日本製



定価：2,200 円（税込）

定価：1,100 円（税込）

・ 海水魚を飼育する上で正確な比重を保つことは
非常に重要です。このハイドロメーターは手を
濡らさずに正確な比重を測定できます。

・ 気泡止めスポンジによって、内部に気泡が入る
ことを防ぐので、より正確な値を読み取ります。

・ 20℃～30℃の海水の比重を計測します。
・ 読み取りやすいメモリで比重から ppt に素早く
換算できます。

Hydrometer
Provides measurement of specific gravity

 in a saltwater aquarium.

ハイドロメーター

排水口

適正水位線

吸水口
気泡止め
スポンジ

海水用比重計

Made in Japan 淡水海水使用可

ブ
ラシ

が汚れを絡めとるコ
ケ
を
し
っ
か
り

キ
ャ
ッ
チ

傷
つけ

にくい特殊繊維 アク

アリ
ウム専用設計

速乾

程よい固さに立毛加工したブラシが
コケを絡め取り、除去することができます。

●

水切れが良く乾きも早いので衛生的。●

手を入れて使用することもできます。
スキマーやポンプなどのメンテナンス時
にも便利です。

●

材質：ポリエステル
本体サイズ(約)：105×120mm

2枚入り

ALGAE REMOVAL

BRUSH CLOTH
アルジーリムーバル ブラシクロス

写真や動画で解説！ ブログを見る

実際にコケを取る
動画も！

ブラシがコケ
をキャッチ！！

水中への放出
を抑制



オプティマスフレッシュナノ（淡水用）定価：23,100 円（税込）※ブラケットを 3 つ使用した場合

30mm25mm

ゴム板

159～300 mm

10mm

※

73～151 mm
※

FRESH NANO
オプティマス フレッシュ ナノ

Cree Green
Cree Royal blue

Cree Warm White
Cree Cool White

アーム

２種類のホワイトカラー
（ウォームホワイト・クールホワイト）により
植物育成を可能に！

220×110×30mm

30～60cm

9ピース

サイズ（W×D×H）

対応水槽サイズ

LEDチップ数量

30W ±5％

100-240VAC

50/60Hz 

最大消費電力

入力電圧

動作周波数

淡水用

泡の動きを安定させる
独自形状のバブルプレート

ポンプを本体内に収納、
省スペース化を実現

BR-03

Po
int
!

Po
int
!

イタリア製高品質ポンプ
SICCEを採用

Po
int
!

R

made in Itary

商品名

Bubble Rush  BR-03

Bubble Rush  BR-04

PSK-600

PSK-1000

600～1000L

800～1300L

使用ポンプ サイズ（W×D×H）mm 対応水量

250×225×535

280×250×570

82,500 円

101,200 円

定価（税込）

イージーゲートバルブを採用し、
さらなる省スペース化を実現。
絶大な信頼で世界中のブランドの
プロテインスキマーに選ばれている
SICCE の PSKポンプを採用し、
パワフルに水槽内から有機汚濁物を
除去します。

バブルラッシュホームページ

バブルラッシュ



ALFA

BRAVO

CHARLIE

DELTA

ECHO

FOXTROT

アルファ

ブラボー

チャーリー

デルタ

エコー

フォックス

26x22x15

18x14x19

25x15x16

18x14x19 29x18x12 20x16x16 31x15x11 22x12x17 35x27x16 28x23x27 24x17x27

17x15x716x13x823x26x2530x13x1828x10x1833x13x1819x12x30

30x20x12 24x22x8 32x29x6 19x13x9

size:cm

21x13x21 22x15x14 31x15x11 39x39x28 32x20x27

21x13x21 20x16x16 26x17x14 28x21x28 28x16x22 25x22x28

25x22x15 26x22x9 22x18x14 16x21x10 22x12x17 23x23x17 30x24x27

x2

x2

x2 x3
※本製品は、色の違いや配達時などに割れや欠けが生じる場合がございますが製品の特性上、避けられないものです。予めご了承下さい。
※本製品とプロテインスキマーを併用すると、使用開始初期の段階で多少のオーバースキミングが発生する場合があります。
※ハンドメイドで製造されているため、サイズに誤差が生じる場合がございます。

１箱のセット内容：

feature

水質に影響を与えず、生き物に安全！
多孔質でバイオフィルターとしても最適です。
天然ライブロックより約30％軽量。
世界のサンゴ礁に影響を与えない環境に配慮した製品です。

バクテリアがつけばもうライブロック！
レイアウトしやすいリアルな形状、色、質感。
定着させるバクテリアにはバイオダイジェストがオススメです！

側面
側面

側面

OCEAN ROCK Made by

画像は
ホームページへ▼

202230117

※写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。※仕様・価格・パッケージは予告なく変更する場合があります。
https://aqua.mmccorp.jp株式会社 エムエムシー企画　レッドシー事業部

〒174-0063 E-mail : info@mmcplanning.com東京都板橋区前野町 6-29-4

オープン

商品名 定価（税込）重量（±5％）
オーシャンロック　アルファ

オーシャンロック　ブラボー　

オーシャンロック　チャーリー

オーシャンロック　デルタ

オーシャンロック　エコー

オーシャンロック　フォックス

約 11.5kg

約 10kg

約 10.5kg

約 10.5kg

約 7kg

約 7.5kg

※画像はイメージです


