
この 生ブラインオートフィーダーは ブラインEgg

から 生ブライン孵化させ、自動給餌する商品です。 

ブラインシュリンプＥｇｇを入れ セットし エア

レーションすると 約２４時間後から 約３日間 生

ブラインシュリンプが断続的に自動給餌されます（水

温２８度以上の場合）。 

孵化した生ブラインシュリンプが光に集まる習性を 

利用した自動給餌方式なので、夜間は ほとんど 給

餌はされません。 

セット方法は 水槽の上にセットする方法と 水槽内水中にマグネットで

貼り付ける方法があります。 

●  水槽の上にセットする方法 ●    

水槽の上にセットする場合は ろ過槽から戻ってくる吐き出しの配管が 

１３ﾊﾟｲである事が条件です。詳細はスタッフまで・・ 

手順1 写真①を参考に スタンドをはめ込み本器を自立させます。 

写真②（赤矢印）を参考に 付属の短い方のエアーチューブを差し込みま

す。これが ブライン排出チューブです。 

手順2 写真③（赤矢印）を参考に 長めのエアーチューブを穴に 奥ま

で差し込み、エアーチューブの反対側を給水塩ビ管に差し込みます。給水

塩ビ管に流量調整塩ビ管（上記の写真①を参考）のどちらかを差し込みま

す。 

手順3 写真④（赤矢印）を参考に 給水塩ビ管を 水槽から出ている13

パイの配管に差し込みます。 

手順4 写真⑤⑥（赤矢印）を参考に 給水塩ビ管 から出てくる流水を

指で塞ぎ 写真⑥を参考に 青い矢印部分のチューブ（ブライン排出

チューブ）から 水が出てくるのを確認します。 

水が出てきましたら 指をはずします。指をはずしても そのまま 青い

矢印部分のチューブ（ブライン排出チューブ）から 水が出続ける（少量

でも構いません）のを確認しま

す。 

もし ふさいだ 指を外すと 青

い矢印から 水が出てこなくなる

場合、流量調整塩ビ管（上記の写

真①を参考）を もう一つのほう

に 入れ替えてみてください。 
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手順5  

写真⑦⑧（赤矢印）を

参考にエアーチューブ

を エアーポンプに繋

ぎます。 

 

 

 

 

手順6 写真⑨を参考に ブラインシュリンプＥｇｇを入れ フタを閉

めます。 

写真⑨（黄色矢印）を参考に 覗き窓から ブラインシュリンプＥｇｇ

がエアレーションにより ぐるぐる流されていることを確認します。 

 

 

写真⑩を参考に ブライン排出チューブが 正しく水面に注ぎ込まれて

いる事を確認し セット完了です。 

 

☎ ０４２－７９１－０３０１ 

——————-使用上の注意——————- 

▼孵化した生ブラインシュリンプの放出量を 調整する事は出来ませんので 入れるブラインＥｇｇの量で 調整

してください。入れたブラインＥｇｇが 孵化し 約三日間に分散されて 給餌される仕組みなので 色々試して

みてください。 

▼エアーの吐出量について 

孵化する前のブラインＥｇｇが ブライン供給口がら出てしまう場合は エアーが強すぎます。 また ブライン

Ｅｇｇがほとんど本器内で沈殿してしまう（のぞき窓から確認できます）場合は もう少し エアーを強めましょ

う。  

エアーの微調整には 分岐コックが便利です。（写真⑪） 

▼使用頻度や 設置する場所にもよりますが、本器に使用されている各エアーチューブの内側に 苔が発生する場

合があります。 各エアーチューブの内側の苔を そのままにしておきますと 通水量が低下し 本器の循環に支

障がでる場合がありますので、各エアーチューブは 月に一度は 新しいものと交換 もしくは 真水に付けるな

どして 洗浄してください。 

 ●●●●●  再セットについて  ●●●● 

セットから4～5日後 本器内に（除き窓から確認できます）ほとんど浮遊物が見えなくなったら 再セットをして

ください。 

 本器内には ブライン孵化後のブラインeggの殻が たまっているので 本器を取り外し 水道水で中まできれい

に洗浄してください。 

その後 手順2からを参考に 再セットしてください。 
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この 生ブラインオートフィーダーは ブラインEgg

から 生ブライン孵化させ、自動給餌する商品です。 

ブラインシュリンプＥｇｇを入れ セットし エア

レーションすると 約２４時間後から 約３日間 

生ブラインシュリンプが断続的に自動給餌されます

（水温２８度以上の場合）。孵化した生ブライン

シュリンプが光に集まる習性を 利用した自動給餌

方式なので、夜間は ほとんど 給餌はされませ

ん。 

●●●●●  水中にセットする方法  ●●●● 

■本器を水中にセットする場合の条件■（オプションのマグネットが必要です） 

▼汽水もしくは海水魚水槽である事、 

▼水温２３度以上ある事（水温が高いほど 孵化するまでの時間が短く かつ 孵化率も上昇

します） 

▼造波ポンプ（波を起こすポンプ）等が付いている水槽は不向きです。水面が上下する事によ

り ブラインシュリンプの殻が 水中に流出する原因になります。 

▼水槽のメンテナンスをする際も 上記と同様の理由により 水面を波立てないように 静か

に行ってください。 

水中にセットする場合は 本器を自立させるスタン

ドや 給水塩ビ管 流量調整塩ビ管 は使用しませ

ん。写真①（赤矢印）を参考に 付属の短い方のエ

アーチューブ（ブライン排出チューブ）を差し込み

ます。 

 

 

 

写真②を参考にブラインシュリンプＥｇｇを入れま

す。 

ブラインＥｇｇの挿入口からマグネット1個を入れま

す。 
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☎ ０４２－７９１－０３０１ 

写真③を参考にもう一方のマグネットで水槽外から 固定しま

す。 

この作業時 本器を完全に水中に沈めないように注意してくださ

い。 沈めるとブラインＥｇｇの流出の原因になります。 

マグネットの位置は 本器中央がベストです。 

 

 

本器を水槽内に取り付ける水深位置は 写真④の（赤矢印）付近の目印に合

わせてください。 

 

写真③の赤矢印のエアーチューブの先端を エアーポンプとつなぎます。 

写真③（白色矢印）を参考に 覗き窓から ブラインシュリンプＥｇｇがエ

アレーションにより ぐるぐる流されていることを確認します。 

セット完了です。 

 

——————-使用上の注意——————- 

▼孵化した生ブラインシュリンプの放出量を 調整する事は出来ませんので 入れるブラインＥｇｇの量

で 調整してください。 

入れたブラインＥｇｇが 孵化し 約三日間に分散されて 給餌される仕組みなので 色々試してみてく

ださい。 

▼エアーの吐出量について 

孵化する前のブラインＥｇｇが ブライン供給口がら出てしまう場合は エアーが強すぎます。 また 

ブラインＥｇｇがほとんど本器内で沈殿してしまう（のぞき窓から確認でき

ます）場合は もう少し エアーを強めましょう。  

エアーの微調整には 分岐コックが便利です。（写真⑤） 

▼使用頻度や 設置する場所にもよりますが、本器に使用されている各エ

アーチューブの内側に 苔が発生する場合があります。  

各エアーチューブの内側の苔を そのままにしておきますと 通水量が低下

し 本器の循環に支障がでる場合がありますので、各エアーチューブは 月に一度は 新しいものと交換 

もしくは 真水に付けるなどして 洗浄してください。 

 

●●●●●  再セットについて  ●●●● 

セットから4～5日後 本器内に（除き窓から確認できます）ほとんど浮遊物が見えなくなったら 

再セットをしてください。 

 本器内には ブライン孵化後のブラインeggの殻が たまっているので 本器を取り外し  

水道水で中まできれいに洗浄してください。 

その後 本説明書を参考に 再セットしてください。 
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