
吸排水ホース 1m×2
　　内径　12mm

UV-13AX専用
ブラックスポンジ

ネット入りカーボン

バイオグラスリングM

UV-13AX専用
ウール

ストレーナー
スポンジ

クリップ付止水栓エルボーコネクター

シャワーパイプジョイント

吸排水用
オーバーフロー
パイプ

ホースクリップ大（キスゴム付）×1
ホースクリップ小×2

モーター

ラバー

インペラー

シャフト

インペラー
カバー

延長パイプ

ラバー

ストレーナー

※必ずモーター部の「最低
水位」線より水面が上に
くる様に、モーター部を
水槽内に付属のキスゴム
でしっかり固定します。

最大1mの範囲内で
ご使用ください。

※高低差が大きいと水圧
　により水漏れします

キャビネット内に収納できます。
※イラストはイメージです。

最低
水位

シャワーパイプ

エルボー
コネクター

ジョイント

オーバーフロー
パイプ

止水栓

吸着盤クリップ（小）＋吸着盤

最低
水位

クリップ（大）＋吸着盤

クリップ（小）＋吸着盤

オーバーフロー
パイプ

ラバー

モーター

延長パイプ

ストレーナー

ホース
クリップ付
吸着盤

ストレーナー
スポンジ

UVランプ
UV-13L

インバーターユニット

アダプター

UV-13AX専用
ブラックスポンジ

UV-13AX専用
ウール

ネット入りカーボンUV-13W
ランプ

バイオ
グラスリングM

殺菌灯ユニット

排水口安全ネジ 吸水口

フィルターケース
カバー

石英管

殺菌灯
ユニット

フィルターケース
カバー

安全ネジ

バックル

パッキン

仕切り板

フィルターケース

ボトムカバー

UVカットガラス

スライド
クリップ

スライド
クリップ

警告シール

UVランプセット後に
同封のシールを
貼ってください

警 告
点灯中は開けないでください。

警 告
点灯中は開けないでください。

点灯中にランプを取り出すと非常に危険です。
ストッパーとして、ソケットとカートリッジのつなぎ
目に上のシールを必ず貼り付けてください。

Close
Open

フィルター
ケース

フィルターケース
カバー

バックル

スライド
クリップ

スライドクリップ

1

2ab

Close
Open

仕切り板

Close
Open

キスゴム（クリップ付）大×1
キスゴム（クリップ付）小×3

ボトムカバー

UVカットガラス

仕切り板

2 3 4

6 7 8

このたびは、当社製品をお買い求めいただきまして、誠に
ありがとうございます。誤った使用方法により、人・魚・家財
道具等に重大な事故を引き起こす恐れがありますので、
ご使用前にこの取扱説明書を必ず最後まで読み、十分に
ご理解いただいた上で正しくご使用ください。お読みに
なった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに
保管してください。

UV-13AX

テトラ UVパワーフィルター
UV-13AX

UV内蔵観賞魚用外部式フィルター
（モーター付ろ過器）
（淡水・海水用）

取扱説明書・保証書

裏面の安全上のご注意を
必ずお読みください。

UV PowerFilter UV-13AX

保証書付

使用方法

保証書

電源プラグは、すべてのセットが終了するまで、コンセントに差し込まないでください。

【各部の名称】 【セット例】

※販売店様へのお願い ： お手数ですが、販売時に店名・販売日の記入をお願いします。

製品名 テトラ UVパワーフィルター UV-13AX

お 

客 

様

※
販
売
店

おところ

〒

TEL

おなまえ 様

※お買い上げ日 保証期間 お買い上げより1年

所在地
店　名

印

本製品に関するご相談は、購入店もしくは弊社インフォメーションセンターまでお願い致します。なお、修理等による
預かり期間中、代わりのフィルターのご提供は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

●お買上後1年間の保証期間内に説明書にそって正常にご使用いただいたにもかかわらず、万一故障した場合
には無料で修理・調整をいたします。修理・調整は、お買上店もしくは、弊社インフォメーションセンターに
ご連絡ください。
●販売店名、お買上げ日は販売店のレシートでも代用できます。（※）
●次のような場合は、保証期間内でも適用外となります。
1）誤ったご使用や、不注意による故障または損傷（機種不適合も含む）
2）不当な修理や改造による故障または損傷
3）火災・水害・雷・地震などの天変地異や、停電等による故障または損傷
4）飼育動物による故障または損傷
5）本保証書に販売店名およびお買上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えた場合
6）本保証書を紛失された場合
7）消耗品（UVランプ、インペラー、パッキン、吸・排水ホース）、付属品、ろ材などの消耗による交換
本保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。
●本書は日本国内のみ有効です。

保証期間以降及び保証適用範囲外での修理・調整は有料となります。
その場合も本保証書を添えて、お買上げ店もしくは弊社インフォメーションセンターにご相談ください。

本品に万が一破損や部品不足などがありましたら、お早めに購入店か弊社までお知らせ下さい。

●使用前、UVカットガラスや石英管、UVランプにひびや破損がないか
ご確認ください。
　破損している場合ご使用を中止し、ご購入店様へご相談ください。
●本器には循環ポンプやホース等がセットされていますが、大きな水槽で
ご使用の場合、水槽に適したろ過器を追加してください。
●殺菌灯の紫外線は、目や皮膚に有害です。
　紫外線の光を直接見たり、皮膚に近づけないでください。誤って紫外線
の光を直視してしまったときは直ちに眼科医の診察を受けてください。

セットする前に

設置する場所を決めます
本品は水中で使用することはできません。
また、水中に落下するような所にはセットしないでください。
イラストのようにキャビネットの中や水槽の横に置いてご使用ください。
設置する高低差は、図のように1mの範囲内でご使用ください。

使用方法

UV紫外線を直接見たり、皮膚にあててはいけません。

警　告

大きな水槽での使用時は、水槽に適したろ過器を追加してください。

注　意

1. ろ材の確認とセット

3. フィルターケースにフィルターケースカバーを取り付ける

フィルターケース内からUVカットガラス、
UV-13Wランプを取り出し、フィルターケース
内部と各種ろ材、パッキンを軽く流水ですすい
でから左図の順番でろ材をセットしてください。

※バイオグラスリングMはビニー
ル袋から取り出して流水ですす
いでください。
※順番を変えると目詰まりの原因
になりますので、必ず左図の順に
セットしてください。

フィルターケースにパッキンが正しい
位置に正確に装着されていることを確
認してから、フィルターケースカバー
をフィルターケースにしっかり押し込
みます。

6. モーター部、吸水パイプの設置
左図の様に、オーバーフローパイプ、ラバー、
モーター、延長パイプ、ストレーナー、スト
レーナースポンジを接続し、ホースクリップ付
吸着盤とクリップ付吸着盤を取り付けます。
※ホースクリップ付吸着盤はモーター上部の
ラバー部にしっかりと取り付けてください。

7. シャワーパイプ、排水パイプの設置

ホースクリップ付
吸着盤の
取り付け方
クリップの両サイドを
中心に向けて絞るよ
うに締めます。

接続が終わりましたら、下図の様に水槽内の
お好みの位置に吸着盤でモーターを固定し
てください。
このとき、水位が低い水槽の場合は延長パイ
プを使用しないで、必ずモーター部に印字さ
れている「最低水位」線が水中になるように
セットしてください。

5. 殺菌灯ユニットをフィルターケースにセット
UVランプをセットした殺菌灯ユニットをフィルター
ケースカバーにセットして、時計回りに回転しなくなる
まで回してはめ込みます。
※必ず殺菌灯ユニットに安全ネジを取り付けて締め
てから、ソケットとカートリッジのつなぎ目の上に
ストッパーとして「警告シール」を貼り付けてくだ
さい。

次にフィルターケースに付属している
バックルをフィルターケースカバーの
①の部分にしっかり装着してから②の
部分をパチンと音がするまでフィル
ターケースの側面に向かって倒します。
スライドクリップをⓐの部分にカチッと
音がするまで押し込んで、ⓑの止まる
位置までスライドさせます。

左図の様にシャワーパイプ、止水栓、ジョイント、
エルボーコネクター、オーバーフローパイプを接
続し、クリップ付吸着盤を取り付けます。

接続が終わりましたら右図の様に水槽内のお好みの位置に吸着盤でしっ
かりと固定してください。
※魚が多い水槽の場合は、シャワーパイプは水面より上に設置し、シャ
ワーから出る水の落下によるエアレーション効果を高めてください。
※排水の勢いを弱めたいときは、シャワーパイプの穴の向きを、下方、又
は水槽面に向けて調整してください。

2. UVカットガラスのセット
プラスドライバーなどで殺菌灯ユニット部の
安全ネジを外してから殺菌灯ユニットを開け、
UVカットガラスが割れていないか確認し、
フィルターケース内のボトムカバーにしっかり
と差し込んでください。
ガラス製なので取り扱いに注意してください。

付属の専用ろ材以外のろ材を
使用しないでください。目詰まり
や漏水、故障の原因となります。

注意

ガラス製ですので、取り扱いの際は軍手
などを着用し、十分に注意してください。
ひびわれや破損があった場合は決して使
用せず、すぐに新しいものと交換してく
ださい。

注意

パッキンの切り込み部が仕切り板
と重なる位置に装着してください。

パッキンの正しい位置

殺菌灯ユニットをフィルターケースカバーにはめ
込む際は、UVランプが周囲に接触して破損しない
ように注意してください。

注意

4. UVランプのセット
フィルターケースカバーより、殺菌灯ユニットを反時計回りに回転させ取り外し、UVランプのガラス部分
を手で触れないように、ソケット部にカチッと音がするまで差し込みます。

UVランプのガラス部分に直接手を触れないで、きれいな布やティッシュを使ってセットしてください。
もし、指紋や汚れがUV管に付着したら、きれいな布で拭き取ってください。
セッティングが完了して水を循環させるまでは、殺菌灯ユニットの電源は絶対に入れないでください。

注意

設置方法



水流

パイプ／モーター
クリーナー

ホースクリーナーで
ホースを洗浄

各種パイプをパイプ／モータークリーナーで洗浄

コック付で
止水が簡単！！

スライドリングで
ワンタッチ
着脱

①先にモーター
　の電源を
　入れます。

②

IN

クリップ
（小）

OUT

オプション

石英管
きれいな布で
汚れを拭き取る。

凹凸部がかみ合うように
接続してください。←

109 11 12

1413 15

8. 吸水パイプ、排水パイプとフィルター本体をホースで接続する
6、7で取り付けた吸水パイプ、排水パイプにそれ
ぞれホースを取り付けます。
そして、吸水パイプ側に取り付けたホースをフィ
ルター本体の吸水口（IN）に、排水パイプ側に取り
付けたホースをフィルター本体の排水口（OUT）
に、ホースが途中で折れ曲がらないよう、なるべく
短めに切断してから取り付けます。
※吸水口・排水口に付属のホースクリップ（小）を
使用し、外れないように奥までしっかりと接続し
ます。

3. フィルターケース、石英管の洗浄
石英管は、きれいな布で汚れを拭き取ります。
フィルターケースは内部を流水ですすぎます。

7. 再セット
逆の手順で、設置方法を参考にしながら取り付けます。
このとき、フィルターケース内の水は完全に抜いてから
セットしてください。
また、必ず先にモーターを作動させてから、殺菌灯の
電源を入れてください。再セット後は各接続部やフィル
ターケースとフィルターケースカバーの間に水漏れが
ないか、殺菌灯は正常に点灯しているかをチェックして
ください。
さらに、30～60分後にフィルターが正常に作動し、
水漏れがないかを再度確認してください。
水漏れする場合は、UV-13AXパッキン（78322）を
交換してください。

6. UV管の交換
UVランプの寿命は、約8000時間（約1年）です。寿命が近づきましたら、新しいものと交換してくださ
い。（品番 78456 テトラ UV-13W交換ランプ UV-13L）
UVの影響を受けやすいUVボトムカバー（品番 78463 仕切り板の下のカバー）や、UV-13AXパッキ
ン（78322）は1年を目安に交換することをおすすめします。その他フィルターケース／カバーセット（品
番 78458）は使用環境にもよりますが、2年を目安に交換することをおすすめします。
UVランプの交換をするときは、必ず殺菌灯ユニットのアダプター部を抜いて電源を切ってください。
電源を切ったことを再確認し、殺菌灯ユニットをOPENの方向（時計回り）に回してゆるめて取り外しま
す。（UVの直射光は大変危険です。）そして、新しいランプと交換します。

4. モーター内部の洗浄

5. 各種パイプ、ホースの洗浄

1. 電源を切り水槽内のパイプを外す
殺菌灯ユニットとモーター部のプラグをコンセント
から抜き、電源を切ります。
モーター部、シャワーパイプ部に接続している吸水
パイプ、排水パイプを引き抜き、パイプ、ホース、フィ
ルターケース内に残っている水を捨ててください。
※本体、ホース、モーター／シャワーパイプ部を接
続したまま、丸ごとバケツ等に取り出してから洗
浄いただいても結構です。

2. ろ材の洗浄・交換
本体内の水を抜いた後、バケツなどの中でフィルターケースカバーを「設置方法」の逆の手順で取り外し
中のろ材を取り出します。

ホースクリップの外し方
両手でクリップの両側を持ちそれぞれを
上下にスライドさせて外します。

※パイプを外した後、パイプ、
ホース、フィルターケース
内に残っている水は、フィ
ルター本体を持ち上げる
などしてバケツなどに捨て
てください。

約1カ月に1回程度、またはシャワーパイプからの流量が落ちてきたときは以下の要領にてろ材、および
モーター部を洗浄してください。また、UVランプは1年に1度、新しいものと交換してください。

セットが完了しましたら、付属の使用開始日記入シールにセット日を記入し、見やすいところに貼り付けてください。

9. プラグをコンセントに差し込み電源を入れる

吸・排水ホースの途中にオプションの「テトラダブ
ルタップコネクター」をそれぞれ接続すると、メン
テナンス時に大変便利です。

ホースが必要以上に長かったり、折れ曲がりが
あると流量低下の原因になります。

注意

水中に手を入れる際には前もってすべての器具
の電源を切ってください。

注意
①先に循環ポンプを作
動させ、水を循環させま
す。循環する水でホース
やフィルターケース内
部のエアーを完全に抜
きます。フィルターケー
ス内部に空気が残りま
すと、紫外線により劣化

するおそれがありますのでご注意ください。
②次に、アダプターとインバーターユニット、殺菌灯ユニットを接続
し、最後にアダプターをコンセントに接続してください。このとき、
フィルターケースより緑色の光が透けて見えていることを確認して
ください。（フィルターケースを通してみる光は安全です。）
※運転開始時及び運転開始30～60分後に水が循環しているか、水
もれがないか必ず確認してください。
※殺菌灯は、24時間連続してご使用ください。
※魚病薬をご使用の際は、殺菌灯は使用（点灯）しないでくださ
い。薬の有効成分を失くしてしまうことがあります。

メンテナンス

バイオグラスリングM 水槽の水かカルキを中和した水ですすいでください。表面の汚れ（ぬめりなど）が
 洗浄しても除去できなくなりましたら交換してください。（目安：約1年）
ブラックスポンジ 水槽の水かカルキを中和した水の中で軽くもみ洗いをしてください。
 弾力がなくなりましたら交換してください。（目安：約6ヶ月）
 また、交換の際はろ過バクテリアの急激な減少を防ぐため2枚同時には行わず、
 間隔を空けて交換してください。
ネット入りカーボン 1ヵ月に1度の目安で交換してください。
ウール 1ヵ月に1度の目安で交換してください。
ストレーナースポンジ 水槽の水かカルキを中和した水の中で軽くもみ洗いをしてください。
 弾力がなくなりましたら交換してください。（目安：約6ヶ月）

インペラーカバーを反時計回り
に回し、手前に引っ張ってモー
ターより取り外します。

インペラーをモーター部より取
り出して、流水でインペラーお
よびモーター内部をしっかりと
洗います。
※モーター側のインペラーラ
バーがモーター部に残ること
がありますが、問題ありません。

モーター内部の壁や内水路を
強い水流やパイプ／モーター
クリーナー（別売）で洗浄し、ゴ
ミを取り除きます。（排水側から
強い水流を通して、内部のゴミ
を洗い落とすのも効果的で
す。）

再セットの際は、フィルターケース内の水は完全に
抜いてください。

注意

交換ランプ・パーツ・交換ろ材・オプション

●商品の仕様は改良のため、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※UVの適合水槽です。ろ過能力は水槽の大きさに合わせて追加してください。

78456 UV-13W 交換ランプ UV-13L UV-13W 交換ランプ
品　番 品　名 内容物

交換ランプ

78457
78458

78463

UV-13AX専用 UVカットガラス
UV-13AX専用 フィルターケース／カバーセット

UV-13AX ボトムカバー

UV-13AX専用 UVカットガラス 1個
UV-13AX専用 フィルターケース
石英管付フィルターカバー／仕切り板
ボトムカバー

品　番 品　名 内容物

UVパーツ

78322
75767
75775
75769
78452
78453
78454
78424

UV-13AXパッキン
インペラーAT-75W/AX-60Plus用
交換用モーターAT-75W/AX-60Plus用
ストレーナーセットAT-75W/AX-60Plus用
AX-60Plusオーバーフローパイプセット
AX-60Plusシャワーパイプセット
AX-60Plusラバー
AX/EX吸着盤

パッキン
インペラー、シャフト
モーター
延長パイプ、ストレーナー
オーバーフローパイプ、クリップ（小）、吸着盤
シャワーパイプ、止水栓、エルボーコネクター、ジョイント×2、クリップ（小）、吸着盤×2
ラバー、クリップ（大）、吸着盤
吸着盤×4

品　番 品　名 内容物

 現　象 ●原因　　○処置方法

フィルター用交換パーツ

交換ろ材
定格電圧
定格周波数
総消費電力
紫外線照射度
紫外線波長
UVランプ寿命
UV適合水槽
使用温度範囲
適合ホース口径
本体寸法
電源コード長

AC100V
50Hz/60Hz（共用）
20Ｗ（ランプ消費電力13W）
9510μw/cm2

253.7nm
約8000時間
約450L以下（淡水・海水用）※
5～35℃
内径12mm/外径16mmのホース
幅 128 × 高さ 270 × 奥行 215 mm
約2m

UV仕様
テトラ UV-13AX専用
ブラックスポンジ（2枚）

目の荒いスポン
ジ表面にろ過バ
クテリアを繁殖
させ汚れを分
解、ゴミなども
物理的にろ過し
ます。

テトラ UV-13AX専用
ウール（2枚）

細かな汚れを、
目の細かい素
材で物理的にろ
過します。

テトラ バイオグラスリングM
通気性多孔質のバ
イオグラスリングに
繁殖したろ過バク
テリアにより有害な
アンモニア、亜硝酸
を強力に分解して、
安全な水にします。

品番 ： 78229品番 ： 78230

品番 ： 78224

テトラ ネット入りカーボン（2袋）
にごり、黄ばみ、
悪臭を吸着しま
す。

ストレーナー部に被せることにより
・稚魚の吸い込みを防ぎます。
・異物の吸い込みによるモーターの停止
を予防します。
・ろ過バクテリアを繁殖させ、ろ過能力を
高めます。

品番 ： 78228

テトラ P-Ⅰ／P-Ⅱ用替スポンジ
品番 ： 77836

オプション
テトラ ダブルタップコネクター
品番 ： 78490

※交換ろ材、オプションパーツのご購入は、本体ご購入販売店へお問い合わせください。

※仕様および価格は品質向上の為予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。
01 C 31

情報がいっぱいのテトラ ホームページをご利用ください。 www.tetra-jp.com

安全にお使いいただくために
●誤った使用方法、管理不十分等による事故、または魚･水草などの生体の病気、死亡、枯死等については、弊社では責任を負いかねますのであらか
じめご了承ください。
●なお本品は品質向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。
●殺菌灯の紫外線（UV）は直接目や皮膚にあたりますと有害です。視力障害、皮膚炎の原因となりますので、ご注意ください。（フィルターケースを通
して見える光は無害です。）
●本品は水中及び水中に落下しそうな所では使用しないでください。
●水が循環していない状態で、殺菌灯ユニットの電源を入れないでください。必ず水が循環してからご使用ください。（但し、UVランプの点灯有無確
認するための短時間の空運転は除きます。）

●UVランプは直接触れて、手垢などの汚れをつけないでください。

お願い
●製品に貼り付けられている「警告」及び定格のラベルは、
はがさないでください。
●直接的・間接的に警告または注意事項に相当する条件下
では使用しないでください。
●本書を紛失または破損したときは、販売店もしくは弊社
インフォメーションセンターまでご相談ください。
●本製品を譲るときは、必ず本書も添付してください。

※上記に該当しない場合は、お買い上げ店またはテトラ インフォメーションセンターにご相談ください。
●品質向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。予め、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

 現　象 ●原因　　○処置方法

UVランプが点灯しない ●インバーター保護回路が働いてしまっている。
○電源プラグ（アダプター）をコンセントから抜いた後、約5分後に電源を入れると復帰します。
●殺菌灯ユニット、インバーターユニット、アダプターがきちんと接続されていない。
○殺菌灯ユニット、インバーターユニット、アダプターを確実に接続してください。
●アダプターがコンセントから抜けている。
○アダプターをコンセントに確実に差し込んでください。
●UVランプが寿命。
○専用ランプを交換してください。

UVランプが点滅する ●UVランプが寿命。
○専用ランプを交換してください。

インバーターユニットやアダプ
ターが熱くなる

●ある程度熱くなるのは異常ではありません。

UVランプの色が変わったように
見える

●フィルターケースの内部にコケが付着している。
○外部に漏れる紫外線は、安全なレベルまで弱めています。
　そのため、コケが生えることがあります。異常ではありません。

 現　象 ●原因　　○処置方法

故障・異常の見分け方と処置方法
注意 モータ部に砂や異物が詰まると止まります。下記を参照に処置してください。

フィルターケースカバーが装着
できない

●パッキンが正常にセットされていない。
○パッキンをフィルターケースの縁に沿って正常にセットしなおします。
●ろ材の詰めすぎ。
○余分なろ材を取り除きます。

フィルターケースカバーとフィル
ターケースの間から水が漏れる

●パッキンが正常にセットされていない。
○パッキンをP7の3の図に沿って正しい位置に正確に装着してください。
●パッキンとフィルターケースカバーの間に異物が挟まっている。
○パッキン、及びフィルターケースカバーに付着した異物を取り除きます。

フィルターケースカバーに接続
しているホースから水が漏れる

●ホースが古くなり劣化している。
○新しいホースと交換します。
●ホースクリップが正しく取り付けられていない。
○ホースクリップを正しく取り付けます。

モーターが回転しない ●電源が入っていない。
○電源を入れる。
●フィルターケース内、ホースに水が入っている。
○フィルターケース内、ホースの水は完全に抜いてください。
●インペラー部やモーター内部にゴミや水アカが詰まっている。または細かい砂やろ材など異物
を巻き込んでいる。
○インペラー部やモーター内部のゴミや水アカを取り除くために分解そうじをします。（P11参
照）また、細かい砂などの異物を吸い込まないよう注意してください。

●インペラー部に糸や毛などが巻きついている。
○糸や毛などを取り除きます。
●インペラー/マグネットが軸を中心にスムーズに回転していない。
○軸とインペラー/マグネットの間にカルシウム等のミネラル分が付着しているのを取り除きま
す。（モーターごと食用酢に数時間浸してから強い水流中でよく洗う。）
●水槽の水位が低い。
○モーター部の「最低水位」線まで水を満たします。

流量が弱まる ●ろ材の目詰まり
○ろ材を取り出し洗浄、又は交換します。
●ホースが折れ曲がっている。
○ホースをなるべく短かめに切り、折れ曲がりを直す。
●ストレーナー部やインペラー部、モーター内部にゴミや水アカが詰まっている。
○ストレーナー部、インペラー部、モーター内部を隅々までそうじします。（P11参照）
●ホース内部、シャワーパイプ内部の汚れ。
○ホース内部、シャワーパイプ内部を洗浄します。
●ストレーナーフィルタースポンジが目詰まりしている。
○ストレーナーフィルターを洗浄します。
●指定外のろ材を使用している。又は他の装置を接続している。
○指定のろ材に交換します。他の装置との接続を止めます。
●モーター内のインペラーが劣化している。
○インペラーを交換します。

警告 ●本品を水中に落とした場合は、すぐに電源プラグを抜いてください。水中に落とした製品は使用しないでください。
●水中に手を入れる時には前もって電源を切ってください。また、濡れた手でプラグの抜き差しをしないでください。
●AC100V電源のみお使いください。また変圧器などを使用しないでください。
●異常が発生した場合はただちに電源を切ってください。また、メンテナンス、移動などの場合には前もって電源を切ってください。
●パソコンやテレビなどの家電製品の近くに水槽やフィルターなどを設置しないでください。
●プラグの埃や汚れを放置せず、コンセントから抜いて除去してください。安全のため定期的に除去することをおすすめします。
●コンセントからプラグを抜くときは、コードを引っ張らないでください。手でプラグを持ってコンセントから抜いてください。
●電源コードは、挟んだり束ねたりしたまま使わないでください。また、スイッチの取り付けなどの改造をしないでください。
●プラグやコンセントに水がかからないように、プラグ近くのコード部に水切りのたわみをつけてください。
●定格オーバーや水漏れ感電事故などを防ぐため、タコ足配線や延長コードのご使用は避けてください。
●子供がいたずらなどをしないよう十分にご注意ください。
●引火性のもの（ガソリン、シンナーなど）の近くで使わないでください。
●殺菌灯の紫外線（ＵＶ）を直接見たり、皮膚に当てないでください。視力障害、皮膚炎の原因となります。
　特にUVランプの点灯時などご注意ください。
●UVランプの交換時は、必ず電源を切ってから、殺菌灯ユニットを回して開けてください。
●強い衝撃を加えたり、落としたりしないでください。
●観賞魚水槽以外に使わないでください。
●屋内用です。絶対に野外では使用しないでください。
●本品の近くに燃えやすいものを置かないでください。（発火の恐れがあります）。
●UVランプ交換は必ず本品専用のランプをご使用ください。それ以外のランプを使用してはいけません。
●水が流れない状態で水中モーターの電源を入れないでください。ショートしてモーター、電源コードからの火災の原因となります。
●空気中で水中モーターの電源を入れないでください。故障、火災の原因となります。

注意 ●梱包などについては万全を期しておりますが、購入後は早めに破損や部品不足などがないかご確認願います。
●運転前に接続が正しいかどうか再確認し、運転後は水漏れや運転異常がないかどうか少なくとも一時間は監視してください。
●日本国内限定、屋内仕様、観賞魚水槽専用ですので、それ以外に使用しないでください。
●強度のしっかりした水平なところに設置してください。本体を横にしたり物を乗せたり被せたりしないでください。
●電源コードやコイルは防水上、修理交換できない構造になっていますので大切に取り扱ってください。
●本品には弊社純正ろ材をご使用ください。またろ材の詰めすぎは流量を低下させますのでご注意ください。
●本体同士の連結や複数の水槽間での連結循環、断続運転やタイマー運転等はしないでください。
●万一の故障や事故に備え、エアーポンプによる通気や補助フィルターの併用を行ってください。
●稚魚・小魚や衰弱魚はストレーナーに吸引されることがありますので十分に注意してください。
●ストレーナーは必ずセットしてご利用ください。セットしないで使用すると異物吸い込みにより停止、故障の原因となります。
●本体を洗浄する時、せっけん、洗剤を使用しないでください。
●ストレーナーの網目より小さな魚や砂は、フィルターに吸い込まれることがありますのでご注意ください。
●正しい電源電圧周波数で使用してください。
●目づまりや汚れによる流量低下は故障の原因となりますので、ストレーナースポンジやストレーナー部、モーター部やインペラー
部、吸排水パイプ部は状況を見ながら定期的に掃除してください。

●水槽の水位に注意してください。モーターを空回転させますと、故障の原因となります。
●器具を本来の目的以外に使用しないでください。推奨されている製品もしくは当社製の付属品以外のものを接続すると、危険な状
態になる場合があります。

●温度0℃以下の条件にさらされる可能性のある場所に器具を設置したり、保管したりしないでください。
●作動前に、水槽にセット器具がきちんと設置されているか、水漏れがないか確認してください。
●コードは、つまずいたり、引っ張られたりすることがないように取り付けセットに注意してください。
●酸素消費量の多い飼育状況では、エアーポンプの併用をおすすめします。
●魚病薬等を使用する際は、ネット入りカーボンを取り除いてください。ネット入りカーボンが薬効成分を吸着してしまいます。
●ホースは必ず内径12mmのホースをご使用ください。

異常音がする ●モーター部に空気が入っている。
○パイプ、ホース、フィルターケース内の水を抜いてから再スタートします。
●インペラー部が破損している。
○破損している場合、交換します。
●モーター下部カバーがしっかりセットされていない。
○モーター下部カバーをしっかりセットします。

製品仕様

本体寸法
定格電圧
定格周波数
定格消費電力
モーター流量
ろ過槽容積

幅 128 × 高さ 270 × 奥行 215 mm（UVを含む）
100V
50/60Hz（共用）
9.9/10.2W
約550/630L/時
約1.8L

フィルター仕様

テトラ ジャパン株式会社
〒153-0062  東京都目黒区三田1-6-21 アルト伊藤ビル
弊社商品相談窓口：テトラインフォメーションセンター

電話受付時間：月～金曜日　午前10時～午後12時　午後2時～午後5時
電話番号：03-3794-9977（土曜・日曜・祝日は休業いたします。）

●殺菌灯部

●フィルター部

※シャワーパイプからの排水量は、設置条件により異なりますが、高低差が1.0mある場合約半分となります。

（別売）
●テトラ EXパイプ／モータークリーナー
　品番 ： 78413
●テトラ EXホースクリーナー
　品番 ： 78414
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