


prodibioの製品は
世界中のアンバサダーに
支持されています

Prodibio 製品は様々な水槽に対応でき、
たくさんのメリットをもっています。

室温保管でも長寿命
ガラスアンプルのパッケージ

内容成分は着色ガラスで
保護されています。
アルゴンガスで封入され
酸化の心配がありません。

環境にやさしい

常温で保管が可能です。
濃縮されているので、
かさばらず持ち帰りも楽々。
リサイクルした材料を使った容器、
再リサイクルも可能です。
※各自治体のゴミ出しルールに従って
処理してください。

優れたコストパフォーマンス

高濃縮製法で
非常に効率が高い価格。
例えばバイオダイジェストなら
約 217 円で最大 1トンまでの水を
処理することが可能です。
※バイオダイジェスト 30 本入りを
購入して 1本使用した場合
〔定価（税込）6,500÷30］

使い方も簡単

丈夫な容器に梱包されています。
使い切りで無駄がでません。
1本に規定量が入っているため、
アンプルの上下を折って
水槽に添加するだけ。

THE ADVANTAGES OF PRODIBIO



●硝化バクテリアの働きにより、添加後すぐに生物ろ過が開始されます。
●反硝化バクテリアの働きにより、水中内の硝酸塩濃度を減少させます。
●硝酸塩、リン酸塩を水中から取り除き、ひげ状のコケの拡がりを抑えます。
●病原菌の増殖を抑え、病気に対するリスクを減少させます。
●姉妹品のバイオトレース（淡水用）もしくはバイオプティム（海水用）を併用することで、水質浄化スピード
　を最大10倍まで高めることができます。

●魚の死亡などにより、急激に上昇した亜硝酸濃度を減少させます。
●魚の新規導入時の死亡率を抑え、環境順化を促進します。
●生体輸送時において、水中内のアンモニア濃度を15%から50%減少させることができます。
　その結果、魚の病気やストレスなどのリスクを最小限に抑えることができます。
●水合わせ時に使用することで、pH上昇の際に起こるアンモニア濃度の増加を抑えることができます。
　水合わせの安全性を高めます。

濃縮されたバクテリア溶液が生物濾過を促進し、水槽内の老廃物を分解します。
バイオダイジェスト 淡水・海水両用

定価（税込） 1本入り：440円/6本入り：3,080円/12本入り：4,290円/30本入り：7,150円

製品の添加量：1000Lに対し15日に1本

ストップアンモは天然の植物エキスを抽出して作られています。
アンモニアを無害化し、亜硝酸の発生を抑制します。

淡水・海水両用

定価（税込） 1本入り：440円/6本入り：3,080円/12本入り：4,290円/30本入り：7,150円

製品の添加量：60Lに対し15日に1本

ストップアンモ



●硝化バクテリアの働きにより、添加後すぐに生物ろ過が開始されます。
●水槽のセットアップ時や魚の輸送時における亜硝酸濃度を減少させます。
●魚の新規導入時の死亡率を抑え、環境順化を促進します。
●反硝化バクテリアの働きにより、水中内の硝酸塩濃度を減少させます。
●硝酸塩、リン酸塩を水中から取り除き、ひげ状のコケの拡がりを抑えます。
●病原菌の拡がりを防ぎ、病気に対するリスクを減少させます。

×6
×6

12本

×３
×３

6本

×2
×2

ナノ 4本

ストップアンモ ×1

バイオダイジェスト

ストップアンモ

バイオダイジェスト

ストップアンモ

バイオダイジェスト

ストップアンモ

バイオダイジェスト×1
ナノ 2本

バイオダイジェストのバクテリアの活動を必要な微量栄養素が含まれています。
海水水槽の水質を改善し劇的に向上させます。

定価（税込） 6本入り：3,080円/30本入り：7,150円

バイオダイジェストとストップアンモのコンビネーション製品。
水槽の立ち上げを素早く行えます。

スタートアップ 淡水・海水両用

淡水・海水両用

淡水・海水両用

淡水・海水両用

定価（税込） ナノ（2本パック）：880円/ナノ（4本パック）：1,760円
6本入り：3,080円/12本入り：4,290円

輸送時に使われる水の中での悪玉バクテリアによる伝染を防ぐために、
シュードモナスやアエロモナス、ビブリオ菌など害を及ぼす菌の増殖を最
小限に抑制する必要があります。

セーフトラベルは、魚の輸送に使われる水の中でも増殖できる能力（溶
存酸素や温度などの条件）により厳選されたバクテリアを濃縮した製品
です。
また、そのバクテリアは魚の排泄物も餌として消費します。

セーフトラベルのバイオ効果として、病原菌の餌を奪い取り、その増殖を
抑制する作用もあります。

魚の輸送中において病原菌と戦い、魚のストレスを軽減します。
定価（税込） 30本入り：6,050円セーフトラベル

バイオプティム

バイオダイジェスト（精製バクテリア）とバイオプティム（微量元素）を併用することで、
効果的に海水水槽の水質を劇的に向上させます。

定価（税込） ナノ：1,760円/定価（税込） 6本入り：3,080円/30本入り：7,150円バイオクリーン

●バクテリアの水質浄化スピードを最大10倍まで増加させることが
　できます。
●必須微量元素を供給し、無脊椎動物の成長を促進します。
●硝酸塩、リン酸塩を除去し、藻類、腐臭を減少させます。
●水質を飼育に最適な状態にします。

●バイオダイジェストとバイオプティムを併用することで、バクテリアの働きと
　繁殖を促進し、水質を向上させることができます。
●反硝化バクテリアの働きにより、水中内の硝酸塩濃度を減少させます。
●病原菌の増殖を抑え、病気に対するリスクを減少させます。
●必須微量元素を供給し、無脊椎動物の成長を促進します。
●硝酸塩、リン酸塩を除去し、藻類、腐臭を減少させます。
●水質を飼育に最適な状態にします。

セット内容 セット内容 セット内容 セット内容

セット内容セット内容

バイオダイジェスト ×15

バイオプティム ×15
30本

バイオダイジェスト ×3

バイオプティム ×3
6本

セット内容

バイオダイジェストナノ×2

バイオプティムナノ×2
ナノ（4本）



バイオキットリーフナノ
定価（税込） 30本入り：6,050円

小型サンゴ水槽用サプリメントセット
海水用

●健康的な水草の生長を促進する全ての微量元素を補給します。
●葉緑素の生成や光合成に不可欠な鉄イオンが含まれています。
●植物の生長不良、枯死性黄化病、葉の分裂化や透明化が改善されます。
●硝酸塩、リン酸塩は含まれていません。

バイオバートは硝酸塩、リン酸塩が含まれていない水草用肥料です。水草が素早く生き生きと生長する
ために必要な全ての微量元素を供給します。特に水槽内で不足しがちな鉄イオンは植物が直接吸収
できる２価の状態に保たれています。

定価（税込） ナノ（2本入り）：880円12本入り：3,410円バイオバート 
淡水用

アイオディンプラス

アイオディンプラスはサンゴの成長と色揚げに必要なアイオディンを水槽内に供給します。
とりわけ、ウミアザミ類、ウミヅタ類、ディスクコーラルの仲間への添加をお勧めします。

定価（税込） 6本入り：2,200円/12本入り：3,410円

●サンゴの健全な成長と、鮮やかな色揚げを促進します。
●光の変化による順応を助け、サンゴの白化、色褪せを防止します。
●紫外線からサンゴの体を守ります。
●甲殻類の脱皮を助けます。

サンゴの成長と色揚げを促進するアイオディン添加剤

ストロンチウムプラス

ストロンチウムはハードコーラル、二枚貝、石灰藻の成長を促進するために必要です。
それらの生物はカルシウムを吸収する際、ストロンチウムを骨格内に取り込む必要が
あります。つまり、ストロンチウムは水槽内において常に必要とされています。

定価（税込） 6本入り：2,200円/12本入り：3,410円

●ハードコーラルの健全な骨格形成と成長を促進します。
●ライブロックを綺麗に彩る石灰藻の発達を助けます。

石灰藻やハードコーラルの発達を促進するストロンチウム添加剤
海水用

海水用

海水用

アイオディンプラス＆
ストロンチウムプラス ナノ 定価（税込） 4本入り：1,540円

アイオディンプラス2本とストロンチウムプラス2本のセット

海水用

リーフブースター

リーフブースターはサンゴや他の無脊椎動物、ライブロックのための栄養サプリメント
です。これらの生物の成長促進に必要なアミノ酸、オメガ３脂肪酸、ビタミン等が含まれ
ています。サンゴに棲む褐虫藻に対しても栄養分の補給は必要です。

定価（税込） ナノ（2本入り）：880円/6本入り：2,640円/12本入り：3,630円

●サンゴ、二枚貝、微小生物の成長を促進します。
●造礁サンゴが健全に成長し、トサカ類やヤギ類のポリプが鮮やかに開きます。
●サンゴの色を安定させます。
●ライブロックに棲む嫌気性バクテリアを活性化し、硝酸塩、リン酸塩を減少させます。

サンゴ・ライブロックの栄養サプリメント

ストロンチウムプラス ×６

リーフブースター ×６

アイオディンプラス ×６
バイオダイジェスト ×６

バイオプティム ×６

●バイオダイジェスト(最適な生物ろ過サイクルを創る生きた硝化・反硝化バクテリア)
　・自然の硝化バクテリアや反硝化バクテリア、通性細菌によって構成させています。
水槽内の窒素サイクルを創り上げ、有機物を分解し、効率良く水質を改善します。

●バイオプティム(海水用必須微量元素・バクテリア栄養剤)
　・海水生物活性剤を含む海水水槽用微量元素サプリメントです。全ての海洋生物に
　 必要な微量元素を供給します。また、バクテリアの繁殖を促進し増殖させることで、
　 水質を劇的に向上させます。
●リーフブースター(サンゴ・ライブロックの栄養サプリメント)
　・サンゴや他の無脊椎動物、ライブロックのための栄養サプリメントです。これらの
　 生物の成長促進に必要なアミノ酸、オメガ3脂肪酸、ビタミン等が含まれています。
●アイオディンプラス(サンゴの成長と色揚げを促進するヨウ素添加剤)
　・サンゴの成長と色揚げに必要なヨウ素を水槽内に供給します。サンゴの色褪せや
　 白化を防止し、色素の生産にも有効です。
●ストロンチウムプラス(石灰藻やハードコーラルの成長を促進するストロンチウム添加剤)
　・ストロンチウムはハードコーラル、二枚貝、石灰藻の健全な成長に必要です。それらの
　 生物はカルシウムを吸収する際、ストロンチウムを骨格内に取り込みます。

セット内容



●バイオバート・プラスは水草用に最適化された 成長促進添加剤です。
●水草が植えられたさまざまな水槽向けに作られています。水草の成長を促進し、生命力
　を高め、葉をより美しく育成させる植物ホルモンを含んでいます。コケの原因となる窒素
　やリンを含みません。
●水草の健全な成長に必須のカリウム、カルシウム、マグネシウム、微量元素、さらに
　水草が利用可能な状態の鉄を提供します。
●バイオバート・アルティメットを併用することで水草の成長をさらに向上させます。
　水槽の状態をよく観察して、併用してください。
・1週間に1回、もしくは水換え後に添加してください。
・必要に応じて 3日に1回に添加する頻度を上げることができます。
・フィルターの出口など流れのあるところに添加してください。

・1週間に1回、もしくは水換え後に添加してください。必要に応じて3日に1回に添加する頻度を
 上げることができます。
・フィルターの出口など流れのあるところに添加してください。
・藻類の増殖を促す恐れがあるので、過剰添加は避けるように注意してください。
・藻類が過剰に増殖した場合には、藻類を水槽から取り除き、水換えを行い、基本的な添加量及び
 添加頻度に戻してください。

Fe2+ 水草用基本活力剤
定価（税込） ナノ100ml：1,320円

プロレンジ250ml：2,200円 淡水用Biovert Plus バイオバートプラス

●バイオバート・プラスを補完する水草用成長促進添加剤です。
●水草が中̃高密度に植えられ、魚が少ない水槽 向けに作られています。水草の成長に
　とって最適な割合で、高濃度の窒素、リン、カリウムが含まれています。
●水槽の状態をよく観察して、バイオバート・プラスと併用してください。
●水草の力強い成長と緑豊かな水景を実現するために必要な要素が全て含まれています。

水草水槽専用栄養剤

定価（税込） ナノ100ml：1,540円
プロレンジ250ml：3,300円 淡水用Biovert Ultimate バイオバート・アルティメット

製品の添加量：(ナノ)10Lに対して2.5ml　　（プロレンジ)100Lに対して2.5ml

●カーボンリックは、水槽に入れるだけで光合成に必要な二酸化炭素を水の中に作り出す
　添加剤です。高額なCO2器具は不要です。
●二酸化炭素は水草の光合成を促進し、健全に成長させます。

光合成促進CO2リキッド

定価（税込） ナノ100ml：1,320円
プロレンジ250ml：2,640円 淡水用Carbon-Liq カーボン リック

製品の添加量：(ナノ)10Lに対して2.5ml　　（プロレンジ)100Lに対して2.5ml

・1週間に1回、もしくは水換え後に添加してください。水草の密集度が高い水槽の場合、2日に1回まで
 添加する頻度を上げることができます。
・水槽のフィルターの出口など流れのあるところに添加してください。
・過剰添加は避けるように注意してください。過剰に添加した場合は、魚・エビ等をよく観察し、必要に
 応じて水換えやエアレーションを行ってください。

製品の添加量：(ナノ)10Lに対して2.5ml　　（プロレンジ)100Lに対して2.5ml
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●アルジーアウトはコケ(藻類)の発生原因となる水槽内のリン酸塩を捕え、それらがコケ
　(藻類)の成長に利用できないように作用します。
●コケ(藻類)の主要な発生原因となるリン酸塩を取り除き、長期的にコケ(藻類)を抑制
　します。水換え後に継続的な使用をおすすめします。

・1週間に1回、もしくは水換え後に添加してください。
・フィルターの出口など流れのあるところに添加してください。
・水槽の状態を確認した上で、次の週以降も添加を繰り返してください。

淡水水槽用　コケ（藻類）抑制剤

定価（税込） ナノ100ml：1,320円
プロレンジ250ml：3,300円 淡水用AlG’Out アルジーアウト

製品の添加量：(ナノ)10Lに対して2.5ml　　（プロレンジ)100Lに対して2.5ml

・よく振ってからご使用ください。
・濁りが発生した場合、もしくは1週間に1回添加してください。
・フィルターの出口など流れのあるところに添加してください。

●プロディクリアは素早く、自然に水槽内の水を輝かせます。無機物や有機性廃棄物を
　吸着しバクテリアに分解させることによって水の透明度を向上させます。
●エビ、カニ、貝類や底生魚にも安全です。

水槽の濁りを解消
定価（税込） ナノ100ml：1,320円 淡水用ProdiClear プロディクリア

製品の添加量：10Lに対して2.5m

●ヒューミックウォーターは南米アマゾン川の水質を再現し、ディスカス、エンゼルフィッシュ、
　アピスト、コリドラス、カージナルテトラ、ベタなど軟水を好む生物が棲みやすい環境に
　します。
●フミン酸フルボ酸などの天然の有機酸と植物由来の成分を含んだ添加剤です。
　魚に活力を与え、繁殖力を高めます。環境を自然に軟水化させます。
●エビ、カニ、貝類や底生魚にも安全です。
●添加量により飼育水が茶色くなる場合があります。

ブラックウォーターを再現

定価（税込） ナノ100ml：1,320円
プロレンジ250ml：2,640円 淡水用Humic’Water ヒューミックウォーター

・よく振ってからご使用ください。
・添加の際には、それぞれの生体に適切な水質になっているか、定期的に確認することをおすすめします。
・1週間に1回、もしくは水換え後に添加してください。
・フィルターの出口など流れのあるところに添加してください。
・水槽の状態をよく観察し、添加量を調節してください。

製品の添加量：(ナノ)10Lに対して2.5ml　　（プロレンジ)100Lに対して2.5ml



※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。

20230222

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

株式会社 エムエムシー企画　レッドシー事業部


