COMPLETE

REEF CARE PROGRAM
- コンプリートリーフケアプログラム 最適なサンゴの健康、
サンゴの成長促進や色揚げのための完全な解決方法
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コンプリートリーフケアプログラム

リーフファンデーションプログラム
基礎成分（Ca、KH、Mg）
コーラルリーフアクアリウムの成功は、適切な水質を維持しサンゴ
に必要な安定した環境を提供することにかかっています。自然の
海水に見られる全ての元素は最適な水質を提供する上で重要な
役割をもっていますが、その中の幾つかは全体的な安定性において
より重要な役割を担っています。このようなリーフ環境の基礎である元素には、カルシウム (Ca²+)、
マグネシウム (Mg²+)、重炭酸塩 (HCO3²-) が含まれます。
これら３つの元素は水の化学特性（pH の安定性、アルカリ性、海水のイオン強度）やサンゴの生物的
プロセス（骨格形成、イオン交換、光合成）の多くに大きく影響します。

骨格形成
骨格形成とは、サンゴの軟部組織の特別な細胞が周囲の海水から得た基礎成分をストロンチウムや
バリウムと結合させ、サンゴの骨格の塊を形成するプロセスです。
サンゴは海水中の Ca2+ と CO3- を結合させてアラゴナイト（CaCO3）にすることで骨格の約90%
を形成します。残りはマグネサイト（MgCO 3 ）、ストロンチアナイト（SrCO3）、カルサイト（CaCO3
の少し脆い結晶構造）、フルオライト（CaF2）や他の中間元素、微量元素で構成されています。
Mg² + や Sr² + レベルが低いなどのバランスの悪い状況では、カルサイトが高い割合で骨格が形成
され、もろくダメージを受けやすくなります。
サンゴの骨格形成時に基礎成分は互いに補完し合っています。その中の一つでも適正な比率で入手

カルシウムとアルカリ度レベルの
違いによる成長率：

骨格量の変化（％）

できなかった場合、健康な成長のための制限要因となってしまいます。

バランスが良い

バランスが悪い

週
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サンゴの成長
サンゴは、骨格形成に必要な基礎成分や他の元素を周囲の海水から軟部組織を通して運ぶために、
エネルギーを必要とします。基礎成分のレベルが引き上げられているとより積極的なイオンの圧力
がかかり、軟部組織を通しての元素の受動拡散が容易になることで、このプロセスをさらに効率的
（骨格１グラムあたりに必要なエネルギーが少ない）にします。従って、基礎成分のレベルをバランス
良く引き上げることで、サンゴの成長率を促進させることができます。
成長促進を希望しない成熟した水槽環境や、藻類の栄養塩濃度を落としてサンゴの色揚げをねらう
場合には、基礎成分のレベルはバランスが取れた状態で
低めに維持します。

基礎成分の最適レベル
基礎成分が無尽蔵に存在する自然環境と違い、人工的な
リーフアクアリウムは常に化学的な変化の影響を受ける環境なので、基礎成分を監視し定期的に
補給しなければなりません。さらに、サンゴの種類や成長度合いに応じた基礎成分の最適なレベル
を維持しなければならないことが研究の結果明らかになっています。
自分の水槽内で最も条件が高いタイプを基に最適レベルを選んで下さい。

水槽タイプ別の塩分、
アルカリ度、カルシウム、マグネシウムの最適レベル
水槽タイプ

塩分濃度
(ppt)

アルカリ度 カルシウム マグネシウム
(dKH/meq/L)
(mg/L)
(mg/L)

ソフトコーラル

33

8.2 / 2.9

430

1280

LPSコーラル

33

12.1 / 4.3

440

1310

SPSサンゴ/貝の成長促進

35

12.6 / 4.5

465

1390

SPSサンゴの成熟 / 低栄養塩
システム

35

8.2 / 2.9

430

1310
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リーフファンデーション添加剤とテストキット
リーフファンデーションＡは、サンゴの骨格と同じ割合のカルシウム、

サプリメント

ストロンチウム、
バリウムを含みます（水100リットルにつき1mlでカルシウム濃度を2ppm上げます）。
リーフファンデーションＢ（Alk）は、炭酸塩と他の緩衝成分の混合剤でアルカリ度と pH を適正に
維持します
（水100リットルにつき1mlでアルカリ
度を 0.36meq/L(1dKH) 上げます）。
リーフファンデーションＣ(Mg)は、
マグネシウム
塩の混合剤です（水100リットル につき1mlで
マグネシウム濃度を1ppm上げます）。
リーフファンデーションＡＢＣ＋は、サンゴの骨格
と同じ割合で配合されたカルシウム、
ストロンチウム、
バリウム、重炭酸塩、
マグネシウム、
カリウム、
ホウ素、
ヨウ素、臭素を含みます。この独自のパウダー状添加剤は、基礎成分だけでなく他の成分も合わせた
もので、毎日の添加を簡単に行えます。この添加剤は約 300 リットルまでの水槽にお勧めです。
リーフファンデーションＡ、
Ｂ、
Ｃは 500ml ボトル入りの液体添加剤で、
計量カップが付属しています。
大型水槽用には 1kg のパウダー状添加剤も販売しています。

テストキット
リーフファンデーション添加剤を正確に添加するためのテストキットであるカルシウムプロ、アル
カリニティプロ、マグネシウムプロは個別に販売していますが、リーフファンデーションプロテスト
キットはその 3 種類のテストが同梱されており便利です。全てのファンデーションキットにはハイ
グレードのガラス管と片手仕様の使い易い滴定器が付属しています。

製品名

元素

精度

範囲

測定方式

アルカリニティプロ

KH

カルシウムプロ

Ca

マグネシウムプロ

Mg

測定回数

0.05 meq/l

8

滴定

75

5 ppm

8

滴定

75

20 ppm

8

滴定

100
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アルジーマネージメントプログラム
サンゴに共生する褐虫藻
共生藻の役割とサンゴとの関係を理解することはアルジーコントロール
プログラムを上手く導入するのに欠かせません。
自然のサンゴは 0.5−5 百万 /cm2 の密集度で軟部組織中に褐虫藻を宿し
ます。サンゴはエネルギーの 85% を褐虫藻から引き出し、残りの15% を
周囲の海水から得られるサンゴの栄養素（炭水化物、アミノ酸、脂肪酸）を
軟部組織において代謝することによって生産します。このエネルギーがタンパク質生成や骨格形成
などサンゴの全ての代謝プロセスに使われます。
褐虫藻は熱帯サンゴ礁の強い日光を主要なエネルギー源とし、光合成による生産物（炭水化物、アミノ
酸、脂肪酸）の最大 95% をサンゴに与え、残りを自分の代謝プロセスに使用します。
サンゴは褐虫藻に栄養素、窒素化合物、リン酸塩、
CO2 を提供します。栄養素の再利用を含むこの共生
関係が生態学的な成功の鍵となります。
この共生関係には、強い光からの防護という他の側面があります。自然界では、褐虫藻は光を吸収し、
デリケートなサンゴの軟部組織内部への光をさえぎることでサンゴを強い紫外線から守っています。
自然界では褐虫藻の密集度はサンゴから排出された藻類の栄養素（硝酸塩とリン酸塩）によってコン
トロールされますが、人工的なリーフアクアリウムにおいては藻類の栄養素の量は急激に蓄積され、
もしコントロールしなければ褐虫藻の過密発生を引き起こします。
栄養素が多いことによって引き起こされた褐虫藻の過密発生は自然なバランスを乱し、褐虫藻と
サンゴが資源の摂取で競合するようになり、
栄養素の添加がなければサンゴは栄養不良になる可能性
があります。さらに、褐虫藻の増加はサンゴを濃い茶色の色合いにし、
サンゴの自然の鮮やかな色素を
覆い隠してしまいます。
しかし、
褐虫藻の高密集が許容範囲内であれば、サンゴの成長に必要なエネル
ギーが供給されます。

藻類の栄養素を減らせば褐虫藻はサンゴから
直接与えられる栄養素だけで生きることが
できるレベルに減少します。この状況ではサン
ゴが褐虫藻から受け取るエネルギーは少なく
なり、紫外線からの防御も弱くなります。
この状況で、
もし適切なサンゴの栄養素（炭水
化物、アミノ酸、脂肪酸 ）が水中で容易に得ら
れれば、サンゴの軟部組織は内部のエネルギー生産を増加することができます。また、必要な微量元素
があれば、サンゴは軟部組織の色素形成を促進することにより自然の紫外線防御を強化でき、色彩も
きれいになります。
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藻類の栄養素のコントロール
藻類の栄養素（硝酸塩とリン酸塩）の微生物学的減少は水槽内の全ての無酸素エリア（ライブロックや
多孔性フィルターの内部、底砂の下部）で自然に起こります。適した炭素源とミネラルを定期的に投与して
自然のプロセスをサポートすることで、藻類の栄養素のレベルを大幅にコントロールすることが簡単
で信頼できる手法となり、わずらわしい藻類の発生とサンゴに共生する褐虫藻の生息密度の両方を
安全にコントロールできます。
サプリメント

NO3 : PO4 - X

NO3 :PO4 -X はコケの栄養素を減らすバクテリアのための炭素複合剤です。複合剤中の各炭素は、
各ステージで必要とされる特定の炭素：窒素：リンの比率を維持しながら、各種の微生物が利用
します。複合剤には減少プロセスの各ステージにおける重要な刺激物質である有機結合した他の
元素を含みます。これらの金属元素と非金属元素は、安定したバクテリア
の繁殖と窒素ガスへの硝酸塩の還元、そしてバクテリアによるリン酸塩
の吸収と利用を実現します。
モニターしながら NO3 : PO4 -X を添加し硝酸塩とリン酸塩のレベルを
適正にコントロールすれば、栄養素レベルが徐々に変化して正確に維持
できるようになり、紫外線ショックとサンゴの飢餓を引き起こす可能性
がある褐虫藻密集度の破綻を防ぎます。
他の低栄養システムのものと異なり、NO3 :PO4 -X はサンゴに有益な全て
の微生物群を維持します。
NO3 : PO4 -X は炭素ベースのデナイトレーターで炭素源として使用する
ことができます。
NO3 : PO4 -X は 500ml と1000ml のボトル入りがあり、
便利な計量カップが付属しています。

テストキット

アルジーコントロールテストキット

レッドシーの硝酸塩プロテストキット、リン酸塩プロテストキットは使い
やすい比色方式の検査試薬です。NO3 :PO4 -X の正確な添加に必要な精密
な測定ができ、コケの栄養素のレベルをコントロールすることが可能となり
ます。藻類コントロールキットは２種類のテストが同梱されており便利です。

製品名

元素

精度

範囲

測定方式

測定回数

硝酸塩プロ

NO 3

0.25 ppm

0-64 ppm

比色

100

リン酸塩プロ

PO 4

0.02 ppm

0-5 ppm

比色

100
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硝酸塩とリン酸塩を減少させる様々な方法の比較
減少の方法

ＮＯ３
減少

ＰＯ４
減少

減少の
コントロール

NO3:PO4-X

Yes

Yes

Yes

プロテイン
スキマー

研究の結果生み出され実証された製品です。NO3とPO4を
バランスを崩さずコントロールしながら長期的に減少させる
ための必要な全ての成分が含まれています。リアクターや
交換メディアを必要としません。

VS V
(ウオッカ＋
砂糖＋酢)

Yes

Yes

Yes

プロテイン
スキマー

NO3とPO4の急激な減少が可能です。しかし長期的には、
必須元素が不足すると効果が弱まり、
バクテリアバランスの
崩壊に至る可能性があります。システムはサンゴと魚に
有毒なH2Sを発生する可能性があります。

ウ オッ カ
ま たは
エタノール

Yes

No

No

プロテイン
スキマー

NO3は急激に減少するがPO4は減少しない。
追加的なPO4減少策と組み合わせなければ N：P比率が壊れ
シアノバクテリアの大発生に繋がります。長期的には、必須
元素が不足すると効果が弱まり、バクテリアバランスの崩壊
に至る可能性があります。システムはサンゴと魚に有毒な
H2 Sを発生する可能性があります。

Yes

No

No

反硝化
リアクター

NO3は急激に減少するがPO4は減少しない。
追加的なPO4減少策と組み合わせなければ N：P比率が壊れ
シアノバクテリアの大発生に繋がります。

デナイト
レーター

必須設備

テクニカルコメント

カーボンシステム：本質的に不安定で調節が難しい。
システムはサンゴと魚に有毒なH2Sを発生する可能性が
あります。長期的には、必須元素が不足すると効果が弱まり、
バクテリアバランスの崩壊に至る可能性があります。
サルファーシステム：比較的メンテナンスが容易ですが、
詰まりやすく突然のpH低下の原因となります。

NO3/PO4
除去剤

Yes

Yes

No

リフジウム

Yes

Yes

No

メディア
リアクター

リフジウム

急激ですがコントロールされていないNO3/PO4の減少で、
サンゴにストレスを与えます。ゼオライトや水酸化鉄の
イオン交換材といった製品の中には好ましくない陽イオン
を放出するものもあります。また、低品質の製品も好ましく
ない金属（アルミニウム、鉄 ）を放出します。
メンテナンスは楽だがNO3/PO4減少は遅くコントロール
されていません。生息する藻類が崩壊した場合はアレロ
ケミカル（サンゴに有害）がシステムに放出されます。
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サンゴの色揚げプログラム
レッドシーの研究により、基礎成分に加えて全てのサンゴの骨格と軟部組織に存在する 31種の中間
および微量元素が明らかになりました。リーフカラー添加剤シリーズは、これらの元素をハードコーラル
の軟部組織における特定の色素の生産と関連があり同じような生物学的機能を持つ４つのグループ
（リーフカラーＡ、
Ｂ，
Ｃ，
Ｄ）に分けたものです。これらの色素は生化学的なプロセスに要求される特定
の元素が正しい濃度で存在する時だけ生産されます。ハードコーラルは、サンゴの実際の色とは関係
なく、31 種の全ての元素を必要としています。

測定された摂取量を添加する
リーフカラー添加剤は、各製品に含まれる元素の比率がサンゴの骨格や軟部組織と同じになるように
配合されています。研究の結果、サンゴの成長と代謝活動に比例する全体的なカルシウム消費と各
リーフカラーの間には、一定の比率があることが分かりました。サンゴのカルシウム消費量を測定
することで、全てのリーフカラー添加剤を簡単かつ安全に添加することができます。
リーフカラーＡ、
Ｂ、
Ｃは独自のリーフカラープロテストキットで正確に計測できる主要な元素（ヨウ素、
カリウム、鉄）を含みます。よって、より高度な LPS と SPS 水槽では、サンゴの総合的な要求に応じて
リーフカラーＡ、
Ｂ、
Ｃを正確に添加することができます。

テストキット

リーフカラーテストキット

アイオディンプロテストキット‐0.01ppmの単位で精密に測れる比色方式のテストキットで、
測定回数は50 回です。これにより、
リーフカラーＡ添加剤を正確に添加することできます。
ポタシウムプロテストキット‐3ppmの単位で精密に測れる比色方式のテストキットで、
リーフカラー B 添加剤を
測定回数は40 回です。これにより、
正確に添加することできます。
リーフカラーテストキット (I、K、Fe)は3 種類のテストを
１つにまとめたもので、
リーフカラーＡ、
Ｂ、
Ｃ添加剤を正確
に添加することができます。

元素

精度

アイオディンプロ

l2

0.01 ppm

0-0.09 ppm

比色

50

ポタシウムプロ

K

3 ppm

150 - 450 ppm

滴定

40

アイアンプロ

Fe

0.05 ppm

0-0.9 ppm

比色

45

製品名

範囲

測定方式

測定回数
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リーフカラー添加剤
リーフカラーＡ‐ハロゲンの複合剤（ヨウ素、臭素、フッ素）

サプリメント

です。ハロゲンはサンゴの軟部組織と粘液層において抗
酸化剤としても酸化剤としても作用し、
サンゴの色褪せの
可能性を減少させます。活動的なサンゴ水槽においては、
これらの元素はその高い酸化能力と有機物との反応性の
ため非常に早く消費されます。ヨウ素と臭素はピンクの
色素タンパク質 (pociloporin) に関連します。
リーフカラーＢ‐カリウムとホウ素の複合剤です。カリウム
は軟部組織内におけるサンゴの栄養素の運搬に重要な役割
を持ちます。褐虫藻が提供する栄養素の運搬もこの中に含
まれます。カリウムとホウ素はサンゴの軟部組織内のアルカリ度に大きく影響し、サンゴの骨格で
アラゴナイトを生成する役割があります。カリウムは赤の色素タンパク質に関連します。
リーフカラーＣ‐鉄、マンガン、コバルト、銅、アルミニウム、亜鉛、クロム、ニッケルを含む11の「軽」
金属の混合剤です。呼吸やエネルギー生産、葉緑素や光合成の触媒など、多くの生化学的代謝プロセス
において基本的な役割を持つ必要不可欠な微量元素です。C の元素は緑や黄の色素タンパクに関連
します。
リーフカラーＤ‐18 種類の微量元素の混合剤で、
（ 天然海水の全微量元素の内 ）これらの18 元素は
サンゴの骨格と軟部組織の中で様々な代謝プロセスに加わっています。Dの元素は青や紫の色素
タンパクに関連します。
全てのリーフカラー添加剤は 500ml のボトル入りで計量カップが付属しています。

コーラリングロ
石灰藻はハードコーラルに最適なリーフシステム内では、特別な添加剤を与えなくても
自然に成長します。魚水槽やソフトコーラルの水槽で石灰藻を増やしたい時は、アルカリ
度を約 3meq/L(8.4°dKH) に維持し、特定の微量元素が容易に摂取できる事が必要です。
コーラリングロは炭酸塩の緩衝剤、カリウム、そして鉄などの微量元素が石灰藻が摂取
する割合で混合された製品です。コーラリングロは通常の緩衝剤（レッドシーのリーフ
ファンデーションＢなど）
の代わりに、
全ての新規水槽の立ち上げ時、または魚水槽やソフト
コーラル水槽への定期的な添加に使用します。コーラリングロはアルカリニティプロ
テストキットなどでアルカリ度を測定し、その低下量に従って添加してください。
コーラリングロは 500ml のボトル入りで計量カップが付属しています。

サプリメント
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サンゴ栄養素プログラム
リーフアクアリウムのほとんどのサンゴは必要なエネルギーの大部分を体内に住み光合成する褐虫藻
から受け取るという点で光合成をしていると考えられます。
自然の中ではエネルギーの約 85%を褐虫藻
から引き出し、残りの 15% を軟部組織内で海水中の栄養素から代謝によって作り出します。
光合成をしていないサンゴ（ヤギ、ウミトサカ、イボヤギなど）とろ過摂食生物は全てのエネルギーを
海水中の栄養素から得ています。
従って、炭水化物、ビタミン、アミノ酸、脂肪酸がバランス良く混合されたものを与えることはサンゴの
エネルギー需要を満たすために大変重要です。必要なサンゴの栄養素量は育てるサンゴの種類により
異なります。特にＳＰＳサンゴの必要栄養素は藻類の栄養素（硝酸塩とリン酸塩）のレベルにもよります。
藻類の栄養素が少ないシステム、
例えばレッドシーのNO3 :PO4 -X を使っている時は、褐虫藻からサンゴ
が受け取るエネルギーの量は著しく少ないので、
サンゴのエネルギー需要を満たすために高いレベルの
サンゴ栄養素を与えなければなりません。
サンゴの栄養要求を完全に満たすために必要とされる様々な内容成分の中で、混ぜ合わせると望ましく
ない相互作用が生じるものがあるので、レッドシーのリーフエナジープログラムは２つの製品に分かれます。
サプリメント
リーフエナジーＡは、サンゴが直接消費吸収できる炭水化物、アミノ酸、脂肪酸、浮遊
タンパク質の固形物を独自に配合した製品です。各内容成分はサンゴのタンパク質生成と軟部組織の
再生に使われることがわかっており、システムの中に不必要な有機物は発生しません。
リーフエナジー
Ａはポリプと軟部組織の成長を刺激します。また、
サンゴを膨張させ吸収のための表面積を増やすこと
によって栄養素の摂取を最適に行うのを助けます。
リーフエナジーＢは、ビタミン類とアミノ酸の高濃縮混合剤です。これらは
サンゴや他の無脊椎動物が必要とする栄養素の中で制限要因であることが
わかっています。
この合成物は必要なビタミン類と褐虫藻が生産するMAA
( 海洋アミノ酸 ) を補給します。ビタミンは色素タンパクの合成の重要な前
物質でアミノ酸はその構成物質となります。リーフエナジーＢの成分は全て
海洋性由来で、その溶解性とサンゴによるビタミンとアミノ酸の吸収を促進
するため独自の媒体で乳化されています。
リーフエナジーＡとＢは 500ml のボトル入りで計量カップが付属しています。
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サンゴの色揚げ、
または成長促進
サンゴを維持するのに適切な水質の範囲は狭いことは広く認め
られています。リーフアクアリウムでのSPS、LPS、
ソフトコーラル
の長期的な生理学的要求について行った独自の研究の結果、
発色の向上と成長の促進のために必要な水質は大きく異なる
ことが分かりました。
サンゴの成長促進を維持するのは比較的簡単ですが、
発色を向上
する環境を維持することは、水質に高いレベルの注意を払う必要
があるため、難易度が高くなります。成長促進と発色の向上の
両方を同時に達成することは理論的には可能ですが、システムが常に不安定になるため推奨されま
せん。
コンプリートリーフケアプログラムには、あらゆるタイプのリーフアクアリウムで最適な水質を保つ
ための詳細な取扱説明が付随しており、全てのレベルの愛好家に先進的なサンゴ飼育の解決策を提供
します。

サンゴの成長促進に推奨される水質
・ サンゴの成長に十分なエネルギーを与える褐虫藻の生息密度を比較的高レベルで維持するための
藻類栄養素レベルは硝酸塩 1−2ppm、リン酸塩 0.1ppm とします。
・ 余剰エネルギー全てを適切に利用するために、基礎成分のレベルを増やしバランスを取ります
（アルカリ度 12.6dKH / 4.5meq/L、カルシウム 465ppm、マグネシウム 1390ppm）。
・ 成長の間サンゴが摂取する中間元素と微量元素（リーフカラーシリーズ）を摂取可能とします
（I 2 0.06ppm、K 410ppm、Fe 0.15ppm）。
・ 褐虫藻が提供していたエネルギーを補うため十分なサンゴの栄養素（リーフエナジー）を与えます
（100 リットルにつき 2ml のリーフエナジーＡとＢ）。

色揚げに推奨される水質
・ 硝酸塩が 0.25ppm、リン酸塩が 0.02ppm：発色を向上させるためには、褐虫藻の発生レベルが
低くなるように藻類栄養素のレベルを設定し、サンゴの茶色の色合いを減らして、防衛反応である
発色促進を引き起こさせます。
・ サンゴの成長に必要なエネルギーの需要が減るため、基礎成分のレベルを減らします（アルカリ度
8.2dKH / 2.9meq/L、カルシウム 430ppm、マグネシウム 1310ppm）。
・ 色揚げのために軟部組織が使う中間元素と微量元素（リーフカラーシリーズ）を摂取できるように
します（I 2 0.06 ppm、K 380ppm、Fe 0.15ppm）。
・ サンゴが環境から摂取する必要がある追加的エネルギーを供給するため、サンゴの栄養素（リーフ
エナジー）を増やします（100リットルにつき 4ml のリーフエナジーＡとＢ）。
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コンプリートリーフケアプログラム

コンプリート
リーフケアプログラム
リーフ
カラー
プログラム

サンゴの色揚げ

サンゴ育成プログラムの目標：
・サンゴの健康

リーフエナジープログラム
サンゴの栄養

・サンゴの成長促進
・サンゴの色彩を向上

アルジーマネージメントプログラム

硫酸塩とリン酸塩（コケの栄養素）のコントロール

リーフファンデーションプログラム

サンゴの健康と活力の鍵 バランスの取れたカルシウム、KH、マグネシウム

リーフアクアリウム内での SPS、LPS、ソフトコーラルが生理学的に要求するものに関して長年に
わたる研究を重ねた結果、コンプリートリーフケアプログラムが完成しました。このプログラムは
発生する生物学的プロセスによって相互補完的な４つのサブプログラムに分かれます。
後で詳しく説明するリーフファンデーションプログラムに加え、
コンプリートリーフケアプログラム
には次のものも含まれます。
リーフファンデーションプログラム‐生物学的にバランスの取れたレベルの基礎成分（カルシウム、
炭酸塩、マグネシウム）を供給し、サンゴを元気に飼育するための最適な水質を実現します。
アルジーマネージメントプログラム‐硝酸塩とリン酸塩の減少をコントロールしわずらわしい
藻類の発生を防ぎ、サンゴの成長と色彩に著しく影響を与える褐虫藻の生息密度を適切にコント
ロールします。
リーフエナジープログラム‐サンゴの代謝プロセス全てのエネルギーとなる炭水化物、ビタミン、
アミノ酸を供給します。
リーフカラープログラム‐サンゴの骨格と軟部組織の一部となる必須の中間元素と微量元素を
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供給します。特に SPS サンゴが本来の色素を発色するために重要です。

株式会社エムエムシー企画 レッドシー事業部
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