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Bio-Media
ネクストジェネレーション バイオメディア

ろ過材は新時代へ
水質浄化を探求しつくした超高機能高品質ろ過材

Next Generation
淡水海水両用ろ材

オールコネクテッド構造で一般的なろ材の約５倍の表面積
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

・
・
・

1pcs

Surface
area

表面積

1box

28m²

5,950m²

1,312.5m²

7,875m²

7,875m²

7,875m²

S M L

81,392m²

Maximum

50倍 500倍 5,000 倍

活性汚泥浮遊物質 （Mixed Liquor Suspended Solids）＞200,000mg/L

外側 内側 深層部

ニトロソモナス ニトロバクター 脱窒細菌

好気性細菌の成長 嫌気性細菌の成長

1. バクテリアの為の新素材
自重×12 倍の水分を保水。有孔部の表面積がすべて連続するオールコネクテッド
構造のため、1L あたりの有効表面積驚異の 3,500m2 を実現。１箱あたり最大
7,875m2/L と省スペースで最多量のバクテリアの棲家を提供できます。

2. 完全に不活性なスペシャルポリマー製
バクテリア含む全ての生体に安全かつ安心な素材でバクテリアの定着に最適な
多孔空間が好気バクテリアおよび嫌気バクテリアをサポート。外側表層では
好気性による硝化が行われ、内側深層部では嫌気性による脱窒が行われます。

（右画像）

4. 革新的な洗えるろ材
簡単メンテナンスで長寿命。細かいダストやろ材自体の溶解の心配がなく、
長期使用による目詰まり時も絞り洗い可能。激しく洗浄して有機物を取り
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。

3. 選択可能な 3 タイプ
それぞれ特徴を持った S・M・Lサイズ。使用環境や目的に応じて選択することが
できます。脱窒反応は S＜M＜L と強く働き、硝化反応は L＜M＜S となり使用量
のバランスにより、アンモニア、亜硝酸、硝酸をコントロールすることが
できます。

S size
（2.5L）

M size
（2.25L）

L size
（2.25L）

定価（税込）：5,830 円 定価（税込）：8,800 円 定価（税込）：8,800 円

●サイズ

1piece ：W15×D15×H10cm1piece：W2×D2×H2cm 1piece：W15×D5×H5cm

●How to choose

◎=Excellent ○=Very good △=Good ×=Not recommended

淡水 海水

水草
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◎

硝化 脱窒

↓その驚異の能力の正体は
　ブログで！



広角アジャスター採用
アジャスターを回転させることにより照射範囲の調節が可能。
照射範囲：φ30ｃｍ~φ60ｃｍ（H30cm 時）

高性能ドームレンズ搭載
外に拡散する無駄な光を極限まで減らし、高光量と比類なき
色混ざりを実現。

鍛造加工のブラックアルミボディ
プレスして高圧縮させる「鍛造加工」でメタルフローが形成された
事による、高い耐久性と優れた放熱性。

脱着可能なハニカムシェード

RAYS に最適な LED ソケット

クリップタイプ

デザインを損なわず、高光量の光を外に逃さない特殊シェード。
眩しさを大幅に抑え、目に優しい。

クリップタイプ・レールタイプ / 定価（税込）：3,740 円※防水仕様ではありません。

LED ソケットブラック

LED Socket Black

口金　E26/E27

サイズ：　Φ118×H235mm
くわえ幅　最大28mm

対応消費電力　最大50W

ON/OFF スイッチ付き
レールタイプ

クリップタイプ レールタイプ
サイズ：118×135×198mm

RAYS series レイズ シリーズ

最新スポット LED

Super Blue RAYS
Full Spectrum Blue

ShallowReef RAYS
14,000K

Tropical RAYS
6,000K

定価（税込）：18,150 円 定価（税込）：18,150 円 定価（税込）：18,150 円

海の深層部を再現します。
幅広いブルーの波長域をカバーし、
サンゴの秘めた蛍光色を鮮やかに

美しく引き立てます。

浅場のサンゴ礁を再現します。
RA＞90の透明感のあるブルーホワイトは、

サンゴ礁に生息するカラフルな
生体本来のカラーを忠実に再現します。

熱帯魚・植物育成用 LED。
高光量、高演色性。

本来の色彩が美しく引き立ちます。



15mmまで対応

マグネット

ダブルセンサーによるポイントデザイン

ツイン精密光学センサー

センサーへの異物の付着を防止
性能を向上する為のシェード

23mm
センサー部 センサー保護カバー

光でお知らせ
LEDインジケーター

自動給水装置
淡水海水両用

・ 直径 3ｃｍ以下のコンパクトデザイン
・ これ 1 台で自動給水が開始できます。
センサー、ポンプ、ホース等全てセット。（給水タンクをご用意ください）

・ コントローラー不要の簡単操作
・ 保護機能（インテリジェントアルゴリズム）搭載
異物の付着やつまり等により不具合が生じた場合でもすぐに感知し自動停止します。

センサー本体

センサーカバーマグネット

31mm

27mm

23mm

27mm

→ブログで詳しく解説！！

定価（税込）：17,490 円

設置動画

HPYouTubeブログ

水槽照明用ライトスタンド

Universal Hanging Stand
Stylish Matte Black・Solid Aluminum・Anti-corrosion

ユニバーサル ハンギング スタンド

サイドバーの長さを 10cm 延長できます。

サイドバーはスライドでき、
 位置を自由に決められる
・ ・ ・ZOOX LEDソケットブラック

（別売り）取り付け可能
ハンギングパーツ付属

ユニバーサルハンギングスタンド60　60cm以下　定価（税込）：14,850円
幅 637 ×奥行き 100 ×高さ 448mm

ユニバーサルハンギングスタンド90　90cm以下　定価（税込）：19,030円

延長パーツ　定価（税込）：3,630円

幅937 ×奥行き 100 ×高さ 448mm

サイズ:
φ20

400

(mm)

10

448

～600（60サイズ）
または

～900（90サイズ）

637（60サイズ）
または

937（90サイズ）

対応ガラス厚：5mm～15mm　　
耐荷重：10kg（1点にかかる負荷が 5kgを超えないようにしてください。耐荷重内でも、荷重が
一部に片寄ったり一部に集中しないように使用してください。）

※延長パーツを 2本以上つなげてのご使用はおやめください。

Universal Hanging Stand 延長パーツ

Intelligent ATO
Automatic water supply System

自動給水システム



動画で解説
・独自形状のプレートにより発生するトルネード状の流れが、
　水と泡の接触時間を長くし、効率よく有機物を除去
・DCポンプならではの超静音性を実現
・付属のコントローラーを使って、ポンプパワーを100段階で
  調節可能 （NANO/300CS/500CS は 9段階）
・ポンプを本体内に収納＋排水口を本体底面に設置することで、
  より省スペースに

アルティマ

DCポンプ型プロテインスキマー！効率よく有機物を除去

商品名
ポンプ最大
消費電力

※コントローラーの消費電力は含まれていません。

※ 空気流入量
(L/h）

NANO 12W(±5％） 300

800S（プロモデル）

定価（税込）

41,800円

142,230円 25W(±5％） 450-1200

最大対応水量サンゴ水槽 魚水槽

250L--

900L500L

--

--

800L

流量(L/h）

450

対応水温：35℃以下

800-2000

本体サイズ(cm）

W14.5×D7.5×H38

W26.5×D23.5×H55

1200P(プロモデル）153,230円 36W(±5％） ～16802000L ～3000 W37×D23.5×H55

500CS 110,440円 28W(±5％） 300-800- 400-1000 W24×D19×H53

300CS 22W(±5％） 150-450-300L 600L85,250円 200-600 W21×D16×H50.5

８００Sのために開発された特殊形状のバブル
ストライカーインペラーを組み込んだ
特別DCポンプを使用

800S ～プロモデル～

バブルストライカーインペラー 800S用コントローラー

新設計のコーンボディ採用で、泡上がりが劇的に向上！
評価が非常に高いアルティメットDCポンプを
プロテインスキマー用に改良したオリジナルポンプ

1200P～プロモデル～

1200P専用新型
バブルストライカーインペラー 1200P用コントローラー

NANO/300CS/500CS
コントローラー



42,790 円 55,440 円
68,420 円 82,060 円

リフジウムのメリットをギュッとコンパクトに詰め込んだ、
アルジーリアクターとして使用することが可能な

マルチファンクショナリーリアクター

水質向上と生体の状態の改善
海藻に共生する微生物やバクテリアによって水質が安定し、
同時にそれらはサンゴや魚にとって希少な微量栄養素やエサとなる

●

pHの安定によるサンゴの成長促進
消灯後に作動させることで、pHの低下を防ぎ、サンゴの成長の鈍化を防ぐ

●

Mystique Bar LED
高効率、高PARにより、劇的に海藻が成長

●

上部からメンテナンスできる独自構造●

本体上部からアクセス可能になるよう設計され、また分割可能な三段ラック
を採用したことで、サンプなどに本体をいれたまま、必要な手入れが可能

Mystique Heat Pipe Structure●

流体力学を元にデザインされた本体構造により、海藻に満遍なく水流を
通しつつ、LEDによる水温上昇を最小限に抑える

ミスティーク9 0 ミスティーク120
ミスティーク1 8 0 ミスティーク220

定価（税込）：

HPブログYouTube

→ブログで詳しく解説！！



オプティマス リーフナノ 2　定価（税込）：27,060 円

Reef Nano2
OPTIMUS

オプティマス リーフナノ 2

3段階
3パターンタイマー

2チャンネル
10段階調光

海水魚・サンゴ
育成に最適

広い照射範囲

HP

Super Actinic420nmを強化：サンゴの育成に最適な配色
ウルトラワイドレンズ採用：楕円形で広い照射範囲、良質な色混ざりを実現
ファンレスアルミボディ:スリム
ブルー/ホワイトの2チャンネル 10段階調光、
簡易タイマーで点灯時間設定可能（6,10,12時間）

Reef Nano２のアームには設置時に鑑賞者にお辞儀した傾斜を持つよう設計されています。 
（前面への光漏れを抑え、水槽内をより集中的に照らし鑑賞時の眩しさを軽減することができます。 
さらに斜め前からの照射を行うことにより、日常の鑑賞時も水面から覗いた時のような、
鮮やかな生体の発色を引き出すことも期待できるでしょう。）

8000K

420nm

445-455nm

470-480nm

前

LEDチップ数量
最大消費電力
入力電圧/ 周波数
サイズ（W×D×H）
対応水槽サイズ
構成素材

36 ピース
33W ±10％
100-240VAC 50/60Hz 
217×110×22mm
30〜60cm
アルミニウム

※

※アダプターを除く

ブログで解説 →

ゴム板

80～105

25

＜15

30
179～260

（単位：mm)



シャイナー60（レクタングル /アクシスシフト※） 定価（税込）：28,270円
シャイナー90（レクタングル /アクシスシフト※） 定価（税込）：35,750円
シャイナー　アルミニウムラック 定価（税込）：5,610円 ※ラグーンはレクタングルのみ

水槽の隅々まで照射することを目的とした
スタンダードタイプ

Rectangle（レクタングル）

水槽の影（ダークサイド）を集中的に照らすことを
目的としたプロフェッショナルタイプ

Axis sift（アクシスシフト）

スペシャルスクエアーリフレクター採用

サンゴの色揚げを促進する強化されたアクティニック

用途に合わせて選べる 2ラインナップ

四角い水槽内を効率的に照射

アクティニックシャイナー ラグーンシャイナー

対応水槽サイズ
本体サイズ
本体重量
入力電圧 / 周波数
消費電力

60〜90cm（別売りラック使用時 : 60cm）
幅 580mm , 奥行き 54mm , 高さ36mm
0.83kg
100-240VAC 50/60Hz
 36w(±10%)

90〜120cm（別売りラック使用時 : 90cm）
幅 880mm , 奥行き 54mm , 高さ36mm
1.26kg
100-240VAC 50/60Hz
52w(±10%)

モデル シャイナー 60 シャイナー 90

＊アダプターを除く
＊

※ワイヤーセット付属（ワイヤー 2m）。

詳細はブログを
チェック！！

本体サイズ：
W82×D50×H130mm
（取り付けネジを除く）

対応ガラス厚：5～15mm

シャイナーアルミニウムラック

アクティニック シャイナー

ctinic Shiner
Wide Coverage supplement Lighting Fixture.

Wide Coverage supplement Lighting Fixture.

ラグーン シャイナー

メインライトだけでは照らすことの難しかった
ライブロックなどで遮られたダークサイドを照らすことを目的としたサプリメントLED

サンゴ飼育に最適化したブルーホワイトLED



妥協なき水流がここに！！
完全新設計・次世代ハイエンド水流ポンプ

ブログで詳細を解説！

→

50005000
25002500

リヴァイアサン

先進の 8極３相
ローター
低ノイズ、高耐久、
高効率、低発熱

2.4インチスマート
コントローラー
サンゴ礁のエコシステムを
再現
プログラム自動
アップデート

プロフェッショナル
プログラム
プリセットウェーブモード
16種類
完全カスタマイズ可能

プロペラ
トルクが太く、
水槽全体を動かす
石灰藻が付きづらい
特殊素材

定価（税込）：リヴァイアサン2500 /82,500 円 , リヴァイアサン5000 /96,030 円

Shiner Hybrid Rack
シャイナー ハイブリッド ラック

ZOOXシャイナーシリーズと他の灯具を、一括で吊り下げられる！

吊り下げでもスタンドでも

シャイナー2本使用時/幅54cm(90は84cm)×奥行き22cm以内、5kg以内
シャイナー4本使用時/幅54cm(90は84cm)×奥行き19cm以内、5kg以内

○セット可能な灯具スペース/重量

シャイナーアルミニウムラックで
スタンド式も！

※シャイナー2本と他の灯具セット例

Shiner Extention Connector
シャイナー エクステンション コネクター

ZOOXシャイナーシリーズを直列に連結することができるコネクター  定価（税込）：3,850円

 シャイナーハイブリッドラック60定価（税込）：14,080円
 シャイナーハイブリッドラック90定価（税込）：18,920円

※シャイナー60を2本接続した例

詳細はホームページへ→

Model リヴァイアサン5000

8074

9515

流量
対応水量
最大消費電力
最小消費電力
対応ガラス厚

50～20,000l/h
150～2,200L
24W（±5％）
0.4W（±5％）
20mm以内

リヴァイアサン2500 リヴァイアサン 5000リヴァイアサン 2500

50～10,000l/h
150～1,000L
10W（±5％）
0.3W（±5％）
15mm以内

6055

70 単位：mm12

ROUGH SEA

+12



ZX4000定価（税込）：22,990円 / ZX8000定価（税込）：27,610円

DC3000定価（税込）：46,200円 

アルティメットアクアリウムDCポンプ

Ultimate Aquarium DC-Pump

水中専用 DCポンプ

・世界中の有名アクアリウムメーカーが信頼を寄せるファクトリーにて ZOOX
　別注品として特別仕様で製造。
・DC ポンプならではの低ノイズ、省エネを実現。
・AC ポンプや、マグネットポンプと比べ電気代を大幅削減。
・リーファー、MAX、オルカの推奨循環ポンプとしてご活用ください。
・モニター付き高性能コントローラーでインペラーの回転数（RPM）を表示。
・回転数をモニターすることで過度な負荷によるポンプ故障の原因、消耗を未然に
   防ぐことが可能です。

本体サイズ(cm）

DC3000

9.1 16

1
8

モデル ポンプ最大消費電力 定格電圧 /周波数 最大流量 適合ホース内径

DC3000 25W(±5％） 100-240V 50/60Hz 3000l/h 16mm

流量

全
揚
程
(m
)

1000 2000 3000

1

2

3

※

※ コントローラーの消費電力は含まれていません。

・ 専用ウェーブコントローラー付属
・ 4つのプログラムされた波モード
・ インペラーの回転スピード、   間欠の間隔も個別で調整可能
・ ナイトモード/フィードモード機能も搭載
・ 省電力でパワフルな水流

Fantastic Wave
水槽内にサンゴ礁の水流を再現する

ファンタスティック ウェーブ

波モードの切り替え

動作が切り替わる間隔設定（99 段階）

インペラーの回転スピード設定（9 段階）

フィードモード（10 分間動作停止）
ナイトモード（12 時間水流が弱くなります）

一定の水流を継続 ON/OFFの繰り返し

強 /弱の繰り返し 不規則な強 /弱の繰り返し

４つのプログラムされた波モード 専用ウェーブコントローラー

解説つき紹介ムービー

動画で全てを
確認できます

出力可変のDCポンプだから作れる波がある。



Proud to introduce the most intelligent 
premium return pump to you.

ウェーブパターンやタイムプログラムなど
多機能を備えた大型DC循環ポンプ

オーバーフロー水槽のメインポンプとして、
または汲み上げポンプとしても使用可能

正確な流量コントロール
高度なプログラムは正確な流量管理を提供します。
1000 分の 1 秒単位で流量を監視し、
0.1％の流量偏差を制御します。

空回し防止適応型稼働システム
サンプ内水量を常にモニタリング。
水量が低下したと判断した場合、回転数を自動調節。
空回りを防止しながら稼働し続けます。

アドバンスドコントローラー付属
インテリジェント・ウェーブパターン
コンスタント、ラフシー、タイド、ランダム、カスタムの
5種類からポンプの動作を選択できます。

ROUGH SEA

タイムプログラム
一日 24 時間を最大で１6分割して、それぞれの時間帯ごとに
波のプログラムが可能。

フィードモード
給餌の際、一定時間ポンプの水流を弱めます。

マルチポンプリンク
複数のポンプをワイヤレスで同期させ、複雑な波を実現可能。
(4 台まで接続可能）

インテリジェント・サーヴェイランス
ポンプ停止時、インターネット接続の切断時などにエラーを通知。

循環量

揚程
消費電力
入力電圧範囲

水槽サイズ
（魚水槽 /養殖 /活魚など）

水槽サイズ
（リーフタンク/
ミックスドリーフタンク/
低～中密度魚水槽/養殖など）

5,000 L/h
3.5m
50w　（±5％）
AC90-240V 
50/60Hz

-

-

8,000 L/h
6.5m
80w　（±5％）
AC90-240V 
50/60Hz

-

-

アトラス 1 アトラス 2

接続可能塩ビパイプ

接続可能ホース内径
VP25
20 ㎜ /25 ㎜ /32 ㎜

VP25
25㎜ /32 ㎜

定価（税込） 88,000 103,510

10,000 L/h
6.3m
2w - 90w　（±5％）
AC90-240V 
50/60Hz

～600L

～1,000L

15,000 L/h
8.5m
2w - 120w　（±5％）
AC90-240V 
50/60Hz

～900L

～1,500L

ポセイドンDC10000L ポセイドンDC15000L

VP25
25㎜ /30㎜ /38㎜

VP25
25㎜ /30㎜ /38㎜

151,030 202,400

Intelligent Circulation PumpIntelligent Circulation Pump

ポセイドン
ホームページ

アトラス
ホームページ



1パック 3本入り /定価（税込）：990円　1ケース 25本入り /定価（税込）：5,940円

大（15個用）/定価（税込）：9,020円

タイプA（1箱12個入り）定価（税込）：1,430円 

小（5個用）/定価（税込）：6,160円

グロウフラグプラグ

NET.5g

120° と 90°
2 つのプレートつき

ガラス厚
6〜15mmに対応

通水性の良い
デザイン強力マグネット

接着面はサンゴが活着しやすい網目状

・サンゴをプラグやライブロックなどに接着
・水草を接着（ウィローモス等にもご利用いただけます）

・レイアウトに使用する流木、岩などの接着
・便利な使い捨てタイプ

アクアリウム用接着剤
水草・サンゴやレイアウト素材の接着に

Aqarium Glue

Glow Frag Plugs

アクアリウムグルー
Coral

Plants

淡水海水両用

ホールサイズ 10mm

12 ㎜26㎜

10
㎜

定価（税込）：3,850円

Flatworm-X
フラットワーム エックス

内容量：30ml

サンゴに付着するヒラ虫を処理

サンゴに付着しているフラットワーム（ヒラムシ）を処理します。
水槽内で増殖する見た目も悪いフラットワームを効果的に処理することが可能です。

12
㎜

マグネット部分サイズ：
W6.5cm×H3.5cm

26 ㎜

25
㎜

Coral FragBase
コーラルフラグベース



コーラルレンズ V2+ 定価（税込）：5,390円

ス
マ
ート
フ
ォ
ン
＆
タ
ブ
レ
ッ
ト
用

サ
ン
ゴ
撮
影
レ
ン
ズ
セ
ッ
ト

ブルー照明の水槽を鮮やかに撮影

→
→
→

青色を抑え、サンゴの色彩が際立つ
水面やガラス面の反射を抑制
画像はより鮮明に

高性能 C-PLフィルターによる効果 幅広い照明の青さに対応（15,000K〜22,000K）幅広い照明の青さに対応（15,000K〜22,000K）

動画撮影にも対応
V2 とオレンジレンズを好みに合わせて使い分けできる

C-PLフィルター +15,000K〜22,000K対応レンズ＝一体型V2レンズコーラルレンズV2

・C-PLフィルターで偏光率を調節可能、
　画像がより鮮明に！

・使用イメージの比較

コーラルレンズなし 従来品コーラルレンズ コーラルレンズ V2

コーラルレンズなし

コーラルレンズ使用時

コーラルレンズなし

コーラルレンズ使用時

C-PL フィルター調節前

C-PL フィルター調節後

For Smartphone&Tablet

 V2
plus

セット内容
V2レンズ、オレンジレンズ、
レンズクリップ、
レンズクリーナー

対応サイズ

Flash
light

フラッシュライト
Make your corals more beautiful.

　　　　　　　 と一緒に使用することでサンゴをより
美しく撮影することが出来ます。

450nmの波長の光で、通常の照明では分かりづらい
サンゴの蛍光色を確認できます。

サンゴや魚の寄生虫の発見や、病気の発見に役立ちます。

・

・
照明消灯後に...

・

CoralLensV2

通常の照明 フラッシュライトのみで照らしたサンゴ
※コーラルレンズ V2 を使用して撮影

サンゴの蛍光色を確認！
病気の発見にも

クリップ対応厚：15mm以下

15mm

30mm

フラッシュライト 定価（税込）：3,190円



・水質に影響を与えない超高品質、
　食品用グレードの素材で作られています。
・断熱効率が非常に高いため、アクアリウムチラー
　（クーラー）やヒーターの効率を高めます。

・変形や硬化に強い信頼性の高い素材
・照明などの光による影響を遮るブラックカラー、
　藻類の成長を抑制し、スムーズな流れをキープ。

22mm

16mm

17mm

12mm

25mm

19mm

内容物：シリコンホース、ホースバンド 4個

High end Black Silicon Hose

マジカルフィルター 定価（税込）：2,750円

観賞魚用ハイエンドブラックシリコンホース

ホース径は3種類
19/25× 2m

16/22× 2mハイエンドブラックシリコンホース

ハイエンドブラックシリコンホース

19/25× 5m

16/22× 5m

定価（税込）：

定価（税込）：

定価（税込）：ハイエンドブラックシリコンホース

ハイエンドブラックシリコンホース

2,970円定価（税込）：

3,520円

6,380円

6,930円

12/17× 5m 定価（税込）：ハイエンドブラックシリコンホース 5,280円

12/17× 2mハイエンドブラックシリコンホース 2,530円定価（税込）：

・微細な汚れまでも取り除きます。
・有機物を水中に滞留させないので硝酸塩などの
　栄養塩の上昇を低減させます。
・サイズが大きすぎる場合は、折りたたんで使用して
　ください。
・簡単に洗え、繰り返し使用できます。
　（３ヶ月を目安に交換してください。）

手洗いで汚れがすぐ落ち、
洗うのが楽

使いやすいサイズに
自由にカットできる

内容物：マジカルフィルター（20×40cm）× 1枚
　　　　ハニカムフィルター（20×40cm）× 1枚

Ultimate Aquarium Filter System

Magical Filter
全てのウールボックスに使用できる

全く新しいタイプのマット

ハニカムフィルター

※
サンプルのフィルターが
+1枚付いてくる！



【シリコン製 隔離ケース】

フレームサイズ：W230×D180mm、　
ケース内寸： W195×D140×H150mm

【フランジなし】 【フランジ対応】
2～11cm＜2cm

＜2cm

0～9cm

フランジあり・なし
両方に対応！！

・魚にやさしい - 柔らかいシリコン素材のため、ケース内・外で魚が口や体をぶつけても傷つきにくい
・かんたん洗浄 - 洗浄時にも傷が付きにくく、付着した石灰藻やコケも容易にはがせる（シリコン部のみ）

・特別設計のハンギングパーツなので、フランジあり・なしどちらの水槽にも対応
・落下や取り扱いによる割れのリスクなし

・フタ・フタ留め付属
・食品グレードの高品質シリコンを使用
・マグネットパーツ（別売り）で、ガラス面への設置も可能
・ゆったり使える広めのサイズ

・高い透過率、約 85％

SILICON
FISH
CASE

Fish addicts case
Silicon Type L
フ ィ ッ シ ュ ア デ ィ ク ト ケ ー ス  シ リ コ ン タ イ プ L

超高品質
シリコン

使用

フランジあり・なし両方に対応

淡水・
海水両用

フィッシュアディクトケース シリコンタイプ L　定価（税込）：10,450円

マグニートー定価（税込）：S/3,850 円、M/6,160円、L/10,340円

マグニートーミニ 定価（税込）：2,420円

Compact Floatable Magnet Scraper

Magneto
小型で小回りのきく
マルチマグネットスクレーパー

マグニートー

・隙間に届き、鑑賞を妨げないコンパクト設計
・取り外し可能なフロート付き
・クリップで鑑賞時に海藻の給餌が可能
・ガラス厚に合わせた２タイプ
・ステンレスとプラスチックの２種類のブレードが付属
○本製品はガラス水槽専用です。

○本製品はガラス水槽専用です。

●本体サイズ(S-L共通) mm/水槽内側：35×75×30、外側：40×65×18
●対応ガラス厚:S/6-8mm、M/9-12mm、L/15-19mm

●対応ガラス厚:4〜8mm

取り外し可能な、海藻クリップ 必要に応じて、パーツを取り外し可能

ステンレスブレード

プラスチックブレード

クリーニングクロス

※スクレーパー・給餌クリップは付属していません。

●本体サイズ/水槽内側：30×30×27mm、外側：35×35×15mm Shell2、Shell AIO60
淡水水槽にもオススメ！

サ

イズ
はS〜L共通！

コンパクト！

MagnetoMini



https://aqua.mmccorp.jp

株式会社 エムエムシー企画
レッドシー事業部

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

20230410


