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はじめに

レッドシーマックス‐S　コンプリートリーフシステムをご購入いただき、ありがとうございます。

レッドシーは、完全なリーフスペックシステムであるレッドシーマックスを開発しました。
アクアリストはハードウェアーの選択に悩まされることも無く、初めからサンゴ礁の生き物を
楽しむことができます。

レッドシーマックスは、サンゴを含む全てのサンゴ礁の生き物に調和する環境を
水槽内で創造する体験が得られるようアプローチします。

自然界のサンゴ礁は、十分な明かりや水流、安定した水温や澄んだ水など
特別な物理的条件でのみ成長しています。レッドシーマックスは、そのような条件を創りだすシステムを提供し、
ご自宅でサンゴを健康的かつ生き生きと飼育することを可能とします。

このマニュアルには全てのマックス‐Sコンプリートリーフシステムの設置方法と使用方法が記載されています。

どうぞレッドシーマックスをお楽しみ下さい。
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図1：ドリップループ

以下の安全についての注意をよく読み、遵守して下さい。

危険：水槽装置の使用には水の使用も伴うため、感電に注意して下さい。下記の状態においては、自分で修理することは
避けて下さい。器具の点検等の必要が生じた場合は、お買い求めの販売店または弊社までご連絡下さい。

警告：使用上におけるケガなどを避けるため、次の事項をはじめとする基本的な安全事項を遵守して下さい。

コードまたはプラグが故障した場合、または正常に動作しない場合、あるいは落としたり何らかの形で損傷したりした
場合は装置を作動させないで下さい。

電源はタコ足配線をせず、必ずコンセントから直接とってください。

電源プラグやコンセントが濡れないように注意して下さい。コンセント、またはプラグに水が滴らないように、水槽と
水槽台はコンセントが付いている壁と15cm以上離して設置して下さい。コンセントに接続している水槽器具のすべての
コードに、図1に示す「ドリップループ」を施して下さい。「ドリップループ」とは、コンセントまたはコネクターの位置よりも
下にあるコードの部分のことです。水がコードを伝わってコンセントに接触するのを防ぐためのもので、必要に応じて、
延長コードを使って下さい。プラグやコンセントが濡れてしまったときはコードを抜かないで下さい。
その器具に電源を供給するヒューズまたはブレーカーの接続を切った後に装置のコードを抜き、コンセントに水がついて
いないかチェックします。

お子様が器具をご使用になる場合、またはお子様が近くにいる場合は目を離さないようご注意下さい。

ケガをしないよう、作動中の部品には触らないで下さい。

使用していない器具の場合、または部品の脱着および清掃の際には、
常にコンセントから器具の電源コードを抜いて下さい。プラグを
コンセントから抜く際は、コードを引っ張ったりしないで下さい。
必ずプラグをつかんで抜いて下さい。

正規用途以外に器具を使用しないで下さい。弊社が推奨または販売
していない付属品の使用は、危険を招く原因となる場合があります。

外気に直接触れるところや、温度が0℃以下になるところへの器具の
設置・保管は避けて下さい。

器具がしっかり取り付けられているか、使用前に確認して下さい。

器具に関するすべての注意事項を読み、遵守して下さい。

注 )器具の定格より低いアンペア数やワット数の延長コードを使用すると火事につながる場合があります。
また、足に引っ掛かったり、引っぱったりすることのないよう、コードの配置を慎重に行って下さい。

安全についての注意事項
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水槽をセットアップする第一歩は最適な設置場所の選択です。

重量
必ず平で水平な、長期間重量がかかっても沈まない丈夫な床の上に設置してください。畳、カーペットなど不安定な場所には
設置しないでください。（ゆがみによる水槽の破損の恐れがあります）
マックス‐Sアクアリウムは9-12個（モデルによって異なります）の高さが調節できるフットパーツで支えられています。
フットパーツが直接載せられる床は少なくとも15Kg/cm2の耐荷重を満たす必要があります。

室温
場所の選択は、水温の適温維持に重要です。水槽の周辺温度を22℃に保つことをお奨めします。エアコンや、熱通気孔
（heating vents）の前または直射日光は避けて下さい。よく換気ができ、穏やかな光の差し込む部屋が水槽には最適な場所です。

水槽の周辺は防水し、水によるダメージや塩による腐食が考えられる物を近くに置かないようご注意ください。

アクセスのしやすさ

背面：メインドロップパイプの上部にあるフローバルブの調整とメンテナンスのため、またはクーラーの排気を逃すために、
マックスを壁から15cm以上離して下さい。

・

後ろ側の側面：水槽の両サイドは十分に空間（60cm以上）を設けて下さい。側背面にかけては壁や家具を隣接させないで
下さい。サーフェススキマーやポンプ、リアチャンバーのフローバルブへは以下の特別なアクセスが必要となります。
左サイド：予備給水タンクへの給水、電源ボックスへのコードの設置または取り外し。
右サイド：ダウンフローバルブの調整やメンテナンス

・

前側の側面：少なくとも片方の側面は水槽幅分の空間を設けて下さい。これによって、カラートリムの取り付けまたは
取り外しや照明ユニットを水槽に付けた状態での蛍光管の交換が可能です。

注：水槽に水や砂を入れた状態で動かさないで下さい。

・

設置場所について
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マックス‐Sの詳しい組み立て方は同梱されているDVDの映像マニュアル（英語版のみ）でご覧いただけます。しかし、
マックス -Sの組み立てをより分かり易くするため、下記の情報により映像マニュアルを補足します。

マックス‐Sを最終的な場所に配置する前にキャビネットの組み立てを計画している場合は、映像マニュアルの１と２の
ステージのみを完成させて下さい。

注：説明文中の右または左の指示は、水槽を正面に見たときの方向となります。

組み立てについて

組み立てには下記の道具が必要となります：

トルクが調節できる電動ドライバー（12V以上）とロングタイプのプラスビット
注）インパクトドライバーは使用しないで下さい。

通常のプラスドライバーとマイナスドライバー

ゴム製ハンマー

水平器

マックスSタイプガラス製水槽（予備給水タンク付き）

キャビネット（組み立て式）

マックス -S　T5蛍光灯ユニット

パワーセンター

ガラス製サンプ、フィルタースポンジ、活性炭と自動給水用のフロートバルブを付属

内部配管

プロテインスキマー　C-Skim1800

メインポンプ（サイズはモデルによって異なります）

循環ポンプ（台数はモデルによって異なります）

・
・
・
・
・
・
・
・
・

・

・
・
・

道具

マックス -Sシステムは主に下記の部品が含まれています：

キャビネットのサイドパネルとドアー

水槽、キャビネット、ライトのカラートリムセット

・
・

カラーパック：

内容物
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注）組み立て式の家具を組み立てた経験が無い場合、適切な人にアドバイスを受けて下さい。

骨組みとなるパーツは、コーナーブラケットを通してアルミフレームの下穴に金属ネジを留めることで接続します。
トルクが調整できる電動ドリルをご使用下さい。アルミフレームに金属ネジを留めるときは圧力をかけながら行って下さい。
マニュアルでは全てのネジを適切に留めるために、組み立て段階に応じてフレームをひっくり返し、下方向に圧力をかけることで
ネジを留め易くしています。

水槽が載るベースボードまたは前面下部の幅木などプラスチック製のパーツを取り付けるときは、電動ドリルを使わず、
ドライバーを使って手でネジを締めて下さい。

底部にある調節可能な脚部によって、床の平坦さに関わらずシステムを水平に保つことができます。また、組み立ての際にサイド
パネルの下端が床より6-12mm上になるよう調整します。まず最初は、4個のコーナーの脚部を最大の高さにして取り付け、
他の脚部はステンレスのプレートに接触するように調整して下さい。

実際に稼動させる位置に水槽を設置する前に水槽の右奥にある給水タンクの吐出口、メインポンプ、ダウンパイプ接続口、
フローコントロールバルブを良くチェックしておいて下さい。壁から15cm空けた場所に設置されていれば、側面からバルブや
コネクターに手は届きます。

水槽の上下にあるフロントおよびサイドリムが破損しないように注意して下さい。

水槽を持ち上げる前に組み立てたキャビネットを最終決定位置に置き、その上の正しい位置に水槽を配置して下さい。

背面のガラスはキャビネットのトップボードの縁に揃えて下さい。ガラスの前面と側面はキャビネットのボードから若干はみ出る
形になります。はみ出る部分は両側面で均等となるようにして下さい。間違った場所への水槽の配置はカラートリムの取り付けに
影響を与えます。

水槽をキャビネットに正しく配置したらキャビネットの置き位置がずれていないかチェックして下さい。
必要に応じて、キャビネットの置き位置を調整して下さい。

注意：ガラス水槽をキャビネットに載せるには少なくとも
大人4人は必要となります。キャビネットのトップは
床から約92cmの高さとなります。表にはMAX-S水槽の
モデル別の重量が記載されています。水槽を持ち上げる
際に、この作業に適した体力を持った人物であるか、また、
重量物を持ち上げる正しい方法を教えられているかを
ご確認下さい。

水槽は必ず底を持って持ち上げて下さい。

注）上部および下部の幅木はカラートリムパックに含まれています。

キャビネットの組み立て

水槽の設置

S-400　　　　　　100　　　　　　220

モデル　　　　　　 キログラム　　　　 　　ポンド

各水槽のおよその重量

S-500　　　　　　120　　　　　　265

S-650　　　　　　140　　　　　　310
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水平器は水槽の上部または下部を取り巻くプラスチックリム上で測って下さい。水槽の上下位置を調整するには、付属のスパナを
使用しフットパーツの下のナットを回して下さい。上のナットは水平取りが完了した後、フットパーツを固定するために使用
します。

水槽の水平取りは、まず前後方向の水平を両側のフットパーツで調整し、その後左右方向の水平を片側のフットパーツを調整して
行います。

両方向の水平取りを行う際、サイドパネルと床との隙間が適正であるかチェックして下さい。必要であればコーナーにある4個
全てのフットパーツを上下し調整を行って下さい。水平取りと高さ調整が完了したらコーナーにある4個のフットパーツの上ナットを
プレート方向にしっかりと締めて固定して下さい。
ここで他の全てのフットパーツを床に適正に接地するように下げ、ナットで固定して下さい。

カラートリムパックはデザインされたカラーに着色したプラスチックパーツで構成されています。それぞれのトリムパックは
キャビネットのサイドパネルとドアーが含まれるカラーキャビネットパックの色と合わせてあります。

カラートリムパック内容；キャビネットの一部となる上下の幅木、水槽の上下のリムに取り付けるカラートリム、照明ユニットの
フロントパネルとエンドキャップ

水槽の上下のリム用およびフロントパネル用のカラートリムは対応する水槽または照明ユニットの部分にスライドさせる方式で
取り付けられます。スムーズにトリムがスライドしない場合、注意しながらゴム製のハンマーで端を軽く押して下さい。

水槽の水平取り

カラートリム

照明、ポンプ、スキマーや他の追加器機を設置する前に、ケーブル識別ラベルを電源プラグの近くに貼って下さい。
ケーブルラベルのアイコンはパワーセンターのスイッチまたはソケットに合わせてあります。

スキマー

クーラー

アクセサリー1

アクセサリー2

ヒーター

メインポンプ

循環ポンプ1

循環ポンプ2

循環ポンプ3

循環ポンプ4

フロントT5×4ライト

センターT5×2デイライト

センターLEDムーンライト

リアT5×4ライト

ケーブル識別ラベル

Skimmer

Chiller

Accessory 1

Accessory 2

Heater

Main Pump

Circulation Pump 1

Circulation Pump 2

Circulation Pump 3

Circulation Pump 4 

Front T5x4 light

Center T5x2 Daylight

Center LED Moonlight

Front T5x4 light 



9

S-400 S-500 S-650

2 3 4

7000 9000 9000

有

有

有

有

無

無

有有無

有有無

ポンプとサンプ内配管

モデル
仕様

循環ポンプ数

メインポンプ流量

追加器機への給水口

追加器機の設置スペース

メインポンプから
クーラーへの給水口

クーラー用リターンパイプ

予備給水タンク接続口－接続口は反時計回りに回すことで外れます。グレーのチューブは水槽の底を通して引き出し、接続口に
取り付けて下さい。再度接続口を取り付ける前にOリングが適切に付いているか確かめて下さい。しっかりと密着するよう
接続口を時計回りに締め付けて下さい。

給水用のフローバルブとフロートバルブ－セッティング時はフローバルブを完全に閉じておいて下さい。また、フロートはポンプ
室内の水位が一番低い位置に設定して下さい。

配管－配管の接続を行う前にOリングが正しい位置にあるかを確かめて下さい。セッティング時はサンプ内配管の接続口の
バルブは閉じた状態にすることをお勧めします。これらのバルブはスキマーやクーラーなどが接続された後に開けて下さい。

メインポンプ－サンプの底から水を吸い上げるようエルボーパイプをポンプの給水口に取り付けることをお勧めします（別途購入）。
電源ケーブルをサンプ区画の左奥を通して引き出して下さい。

スキマー－スキマー台のラバー部が上向きに配置されているか確かめて下さい。C-Skim1800の設置または運転については別途
添付されているマニュアルをご参照下さい。初期設置時はエアバルブを閉じた位置にして下さい。電源ケーブルをサンプ区画の
左奥を通して引き出して下さい。

活性炭－活性炭は使用する前に流水で数回洗い流し、付着物を取り除いて下さい。ご使用前に24-72時間程、水に浸しておくこと
をお勧めします。セットアップして最初の3日間は浮いたり、活性炭自体の孔から微小な気泡が放出されたりすることがあります。
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マックス -Sのライティングシステムは専用に設計されており、マックス -Sパワーセンターと共にご使用下さい。安全のために、
システムはライティングシャーシにより適正に固定され、パワーセンターのブレーカー回路によって保護されています。
システムは独立したT5 蛍光管が 4本装備されたフロントおよびリアユニットと T5蛍光管が2本と LEDムーンライトが
装備されたセンターユニットで構成されています。センターユニットのデイライトとムーンライトは独立した2本のケーブル
があり、パワーセンターに接続されます。

組み立てマニュアル通りにそれぞれのユニットを準備し、ライティングシャーシに載せる前に点灯チェックを行います。
注）フロントおよびリアユニットには左側にマイクロスイッチが付いています。テスト時にはマイクロスイッチを押して点灯
させる必要があります。

ライティングユニット全体は前後にスライドでき、フロントおよびリアユニットは垂直に持ち上げられるように設計されて
います。また、フロントおよびリアユニットは持ち上げると自動的に消灯します。

ライティングシャーシにそれぞれのライトユニットを取り付けた後、電源ケーブルをシャーシのエンドプレートを通して
（組み立てマニュアル参照）、水槽背面にあるケーブルホルダーに固定して下さい。ライトユニットがスムーズに前方に動かせる
よう、シャーシとケーブルホルダー間のケーブルに余裕を持たせるようにして下さい。

照明

パワーセンターのボックスをスライダーに載せ、適正な位置に押し込みます。ボックスが正しく取り付けられている場合、
ボックスの下側にある2つの引っ掛かりによりカチッという音と共にスライダーに固定されます。ボックスを外す場合には、
2つの引っ掛かりを外し、スライダーから引き抜いて下さい。

パワーセンターには、3列の独立したタップが含まれています。それぞれのタップは修理の際には取り外すこともできます。
また、タップには熱感知式の回路保護装置が組み込まれており、異常が起きた場合に電源の供給を切断します。左右のタップは
同じ構造でそれぞれ5個のスイッチが付いています。真ん中のスイッチは照明のコントローラーとなり、2個のアナログ式の
タイマーか付属しています。このタイマーにより、日の出や日の入りの効果を再現し、日中の照明（デイライト）が消えた後には
自動的にムーンライトに切り替わります。フロントパネルのメインスイッチは全てのタップの電源を切ることができますが、
タイマーもストップします。

主電源ケーブルを左のタップのソケットに接続し、ボックスの背面にある溝から引き出します。フロントパネルにある全ての
スイッチがオフの状態にあることを確認して下さい。主電源ケーブルは水槽およびサンプ内に水が満たされるまで、
コンセントに接続しないで下さい。

周辺機器のパワーセンターへの接続：

重要）必ず手を乾かしてからパワーセンターを開けて下さい。また、水槽の前面ガラスに水滴が付着していないことをご確認下さい。

1.　ボックスの蓋は閉まった状態で、通常運転時の位置にあることを確認して下さい。

2.　各器機の電源プラグをボックスの後ろ側に入れます。その際、コードは背面の溝を通します。

3.　ボックスを引き出し、蓋を後方にスライドします。

4.　ボックスの奥からプラグを慎重に引っ張ります。

5.　各プラグを指定されたソケットに差し込みます。

6.　蓋を閉じ、ボックスを元の通常運転時の位置に戻します。

7.　全てのコードに余裕を持たせ、ボックスの開閉の妨げにならないよう確認して下さい。

パワーセンター
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照明ユニットのパワーセンターへの接続：

LEDムーンライトのプラグを＃3に差し込みます。 ＃1　右タイマーデイライト用

＃2　右タイマーデイライト用

＃3　左タイマームーンライト用

＃4　左タイマーデイライト用

＃5　キャビネット内照明用
　　  （付属していません）

3つのデイライトユニット（フロント、リア、または
センターユニット）から最も長く点灯するユニットを
決め＃4のソケットにプラグを差し込みます。

残りのプラグを＃1または＃2に差し込みます。

＃5のソケットはタイマーに接続されていないので、
キャビネット内の照明などの使用に適しています。

ヒーターやクーラーはマックス -Sシリーズの標準装備に含まれていませんが、それらの器機を接続するための用意はされています。

ヒーターやクーラー、その他2つの周辺機器用電源ソケットが備えられています。

クーラー：キャビネットの左側の区画はクーラーの設置スペースとして設計されています。底板とドアーとの隙間や開放され
た背面により空気の循環を最適にし、クーラーのオーバーヒートを抑制します。
クーラーの循環ホースはサンプとクーラー区画の間仕切りの奥に空けられた穴を通して下さい。

S-400：クーラーの給水側のホースをメインポンプからの分岐管にある給水口に接続します。クーラーからの排水側のホースは
ホースの先が水に浸かるようにして、サンプのダウンパイプ室（サンプ右奥の区画）に配置します。完成したシステムではクーラーへの
流入量は約2000L/ｈまでバルブによって調節できます。

S-500: クーラーの給水側のホースをメインポンプからの分岐管にある給水口に接続します。クーラーからの排水側のホースは
サンプ区画の背面にあるクーラー用リターンパイプの給水口に接続します。残りのホースをクーラー用リターンパイプの
排水口に接続し、ホースの先が水に浸かるようにして、サンプのダウンパイプ室に配置します。完成したシステムではクーラーへの
流入量は約2000L/ｈまでバルブによって調節できます。

ヒーターや他の器機（カルシウムリアクター等）はサンプ内のアクセサリー用区画（左側）に設置できます。それら器機への給水は
メインポンプからの分岐管にある3/4インチプラグを適する接続口に取り替えることで利用できます。

S-650：2400L/ｈのポンプをサンプ内のアクセサリー用区画に設置し、クーラーの給水側とホースで接続します。残りの
ホースをクーラー用リターンパイプの排水口に接続し、ホースの先が水に浸かるようにして、サンプのダウンパイプ室に
配置します。

ヒーターや他の器機（カルシウムリアクター等）はサンプ内のアクセサリー用区画（左側）に設置できます。それら器機への給水は
メインポンプからの分岐管にある3/4インチプラグを適する接続口に取り替えることで利用できます。

ヒーター、クーラー、その他の器機
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マックス -Sの水槽は3つのパートに分かれています：メインタンク、リアチャンバー、予備給水タンク

メインタンクとリアチャンバーはタンク背面にあるサーフェイススキマーとフローホールによってつながっています。

サイレントフローダウンパイプシステムには透明な漏斗状のカップが付属した流量調整機能付きのダウンパイプと
それより25mm高いオーバーフローパイプが装備されています。フローバルブを最適に調整することによって、
サンプへの水の落下音を抑制しながらリアチャンバー内の水位を一定に維持します。流量の変化またはダウンパイプの
目詰まりの際には、オーバーフローパイプが対応し、溢れた水をサンプに戻します。フローバルブが調整されていない場合には
サンプへの水の落下音を伴います。これがフローバルブの調整が必要なサインとなります。

全ての循環ポンプが作動し、フローバルブが正しく調整されている時、メインタンクの水位は水槽縁の直下となります。
この時、水位は外側のカラートリムの下端よりは上の位置となるので、外観上は水面のラインは見えません。
リアチャンバーの水位はメインタンクより約30mm下になるよう調整すれば効果的な水面のスキミングが行えます。
リアチャンバーの水位はチャンバーの右側にある覗き窓を通して、または、漏斗の上部にある蓋を外すことにより確認できます。

蒸発による水の損失によりサンプ内の水位は
下がります。メインポンプ区画に装備されている
フロートバルブは予備タンクからの給水を
自動的にコントロールします。予備タンクには
およそ5日分の蒸発量に対応できる水量を貯める
ことができます。
水の補給はリアチャンバーの左側から行えます。
予備タンクの水位はチャンバー左側にある
覗き窓から確認できます。

サンプでは全ての水がスキマーまたはアクセサリー
チャンバーに流れ込む前に2つの物理ろ過材を
通ります。
また、メインポンプチャンバーに流れ込む前には
活性炭ろ過材を通ります。

メインポンプは水槽に水を戻すのと同時に、
スキマーやクーラーに調整された流量で
給水します。

運転について

マックス -S アクアリウムの循環経路の概略
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メインフローバルブを最大限に開放します（反時計回りに回す）。

メインタンクとリアチャンバーに注水します。水位が水流ポンプの吐出口の
上に達したら、リアチャンバー内の循環ポンプのスイッチを入れます。

さらにメインタンクへの注水を続けます。キャビネットのドアーを開け、
サンプの水位を監視します。メインポンプ区画の水位が約15cmに達したら
メインポンプのスイッチを入れ、注水を止めて下さい。

システムを数分間稼動させ、フローバルブを回しながらリアチャンバーの
水位を右図の点線の位置に調整します。

バルブを開きスキマーや他の器機への給水を開始し、再度フローバルブの
調整を行います。

サンプのメインポンプ区画の水位が約20cmになるまで水を追加します。

注意 -サンプへの過剰な注水は電源が切れた時に水溢れを引き起こしますのでご注意下さい。

注）最初に真水を張って水漏れやシステムのチェックを行って下さい。また、この作業によって
製品を製造する際に付着した化学的な残存物を洗い流す効果もあります。

最初の水張り

海水でマックス -Sシステムを稼動し、メインポンプ区画の水位が
約20cmで安定したら、フロートの角度を希望の水位で閉じるよう
調節します。給水フローバルブが閉じていることを確認して下さい。

予備タンクをRO水で満たします。注水作業を簡単に行うために、
リアライトユニットを上げた状態にし、注水口の蓋を完全に開けて
下さい。

給水フローバルブをフロートバルブから外し、ゆっくりと
フローバルブを開きます。予備タンクの水が約1秒に
1滴づつ落ちるよう調節して下さい。調節が完了したら
フローバルブを元の場所に接続して下さい。

給水フローバルブ

フロート
バルブ

自動給水システム



14

 

.2.1

メインダウンパイプフローバルブは非常に細かく流量の調整を
行えます。しかし、調整を行った後、新しい設定で安定するまで
数分の時間を要します。まず、大体の調整を終えた後、
数分おきに微調整を行います。安定した状態に達するまで、
何回かの調整が必要となるでしょう。このシステムを適正に
セットし終えるとサンプへの水の落下音は軽減します。

フローバルブのメンテナンス

バルブを外すには全てのポンプのスイッチを止め、
リアチャンバーの水位が透明な漏斗の縁よりも下に
なるまで待ちます。メインダウンパイプ内の水が空に
なったら、バルブ本体のコーナーにある4つのゴム
キャップを外し、付属されているレンチを使って4本の
ネジを外します。バルブを垂直に保ちながらボディーから
抜き取ります。ネジを落として無くさないようご
注意下さい。

カルシウムの固着が見られた場合、バルブ本体と
調整板を弱酸性の液体で清掃します。清掃後は
きれいに真水で洗い流して下さい。

バルブを元に組み立てる際、全てのネジをしっかり
と締めて下さい。ただし、締め過ぎにはご注意下さい。

調整板を交換するときはハンドルを時計回りに回して
外した後、ピンを抜いて下さい。組み立てなおすときには、
調整板が完全に引っ込むまでハンドルを反対周りに
回して下さい。

メインダウンパイプフローバルブ
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マックスアクアリウムで上手に生物を飼育するのもあなた次第です。正しい計画によりサンゴの飼育をより簡単にし、
より早く実行することができます。また、それにより本来の目的である「アクアリウムを楽しむ」ことに、より多くの時間を
費やすことができます。水槽の手入れを定期的に論理的パターンに基づいて行って下さい。作業は日毎、週毎、月毎に
分けて考え、器機のチェック、給餌、水質テストと調整等を行います。

作業項目のチェックリストを作成し、作業記録を残しておくと大変便利です。記録は複雑なものは必要ありません。
下記の点を参考にして下さい。

循環‐循環ポンプが正常に作動し、水流が適した方向に向けられているかをチェックすることで十分な水の循環を維持します。
もし、水流の減少が見られた場合、それぞれのポンプの吸水口と吐出ノズルをチェックし、異物（巻貝、カニ、活性炭の破片等）が
詰まっていないかを確認します。

プロテインスキマーの機能‐コレクションカップ内の泡の生成をチェックします。必要に応じて安定的でドライな泡になる
よう流量調整バルブおよびエアバルブを調整します。

水位‐毎日リアチャンバー内の水位をチェックし、必要に応じてフローバルブを調整します。予備タンクとサンプの水位を
チェックします。また、自動給水用のフロートバルブが正常に作動しているかをチェックします。

水温のコントロール‐水温は24℃から28℃に安定させることが理想的です（一定の温度を保つことが何よりも重要です）。
高めの水温は、ゆっくりとした変化で短い期間であれば耐えることができますが、急激な温度変化は好ましくありません。
少なくとも1日に2回は水温をチェックし、急激な温度変化が起きていないか注意して下さい。

1日に2℃以上の水温の変化は避けて下さい。季節の変わり目や部屋の冷暖房を開始したときには、より頻繁に水温の監視を
行って下さい。必要に応じて、クーラーまたはヒーターの調整を行って下さい。

活性炭の交換‐2ヶ月毎に交換して下さい。

ポンプ内およびインペラーの清掃‐使用に伴い、ポンプに炭酸カルシウムが固着してゆきます。ポンプを3ヶ月に一度、お湯
と酢を混ぜ合わせた液体に浸して清掃します。ポンプを取り外す際は必ず電源が切れていることをご確認下さい。
蛍光灯の交換‐6ヶ月から12ヶ月を過ぎると蛍光灯の光量は50％近く減少し、波長もコケの発生し易くなる赤い色側に
狭くなります。

蛍光灯の交換はDVDの説明映像を参照して下さい。交換やメンテナンスの際は必ず電源が切れていることをご確認下さい。

センターユニットの蛍光灯を交換するには、ユニットをシャーシから取り外す必要があります。

フロントおよびリアユニットの蛍光灯はシャーシに取り付けられた状態でも行えます。ユニットを持ち上げた状態にして
片側のカラートリムを外し、透明レンズをユニットからスライドして外してから行って下さい。

メンテナンスについて

水質‐pH、塩分濃度、水温等

生体の情報‐導入した生体の数とサイズ、死んだ日（これはどんなに上手く飼育していても起こります）とその原因の推測等

全体的な水槽の状態や個々の生体の様子

器機の交換‐蛍光灯やヒーターの交換等

・
・
・
・
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レッドシー製品の限定保証

この限定保証では、ご使用の製品について、Red Sea Aquatics(HK)Ltd (RedSea) が製品の保証を行うことを宣言します。
これ以外はRedSeaからのいかなる明示的または暗示的保証もありません。

RedSeaでは当初購入日から12ヶ月の期間について、材料および仕上がりの欠陥に対してご購入製品に保証を与えるもの
であり、新品部品または部品交換により無料で (輸送料別途 )この製品を修理致します。使用上問題とならない
ガラスまたは蛍光灯へのダメージに関しては保証の対象外です。保証期間中または保証期間後、本製品に問題が生じた場合は、
購入された小売店または弊社にご連絡下さい。

この保証は購入者本人以外には適用されません。保証行為の実行には購入日を証明するものが必要です。
この保証は、正規使用中に発生した材料または仕上がりの欠陥による故障だけが対象となります。出荷中に発生した損傷、
または誤用、乱用、不注意、不適切な設置方法、あるいは別用途での使用、構造変更により発生した故障は対象とはなりません。
また、本製品の使用による生体の死亡等には一切の保証は行いません。

RedSeaは、この製品の使用の結果発生した偶発的、間接的損害、またはこの保証の侵害により発生した偶発的、間接的損害には
責任を負いません。販売性および特定用途への適合性の保証を含め、すべての明示的および暗示的保証は、上記該当保証期間に
限定されます。

これらの文言は、お客様の法的権利に影響を及ぼすものではありません。

製品保証
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株式会社エムエムシー企画　レッドシー事業部
〒171- 0021 東京都豊島区西池袋4-23 -11
E-mail： info@mmcplanning.com
http://www.mmcplanning.com
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