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人工海水 

世界中で愛され続けているオールラウンドタイプの人工海水。 

海水魚・無脊椎動物など海洋生物飼育全般に使用できます。 
○溶解速度が速いので水換え時間が短縮されます。 

○クセが少なく非常に使い易くなっています。 

○PH の安定性に優れ、生物にストレスを与えません。 

○硝酸塩、リン酸塩を含みませんのでコケの発生が遅くなります。 

 

インスタントオーシャンの主要諸元 

●（水温２４℃ 比重１．０２２の時）Ca：３５０ｐｐｍ Mg：１１４０ｐｐｍ KH：８．４ ●（水温２４℃ 比重１．０２４の時）Ca：３９０ｐｐｍ Mg：１２１５ｐｐｍ KH：８．５ 

※上記数値は市販の試薬を使って当社で測定した値です。 

インスタント オーシャン １０L 
 

 

(特徴) 

水温２４℃で１袋、比重約１.０２３の海

水が約１０リットル作れます 

 

＊シュリンプ類の健全な脱皮の為に

は比重約1.023が必要と言われていま

す。 

（360ｇ 1 箱 12 袋入り） 

 

 

オープン価格 

3443980 100105（バラ）  3443981 210100（ボックス） 

インスタント オーシャン １２０L 
 

 

(特徴) 

水温２４℃で１リットルあたり３３ｇ使

用すると比重約１.０２０の海水が 

約１２０リットル作れます。 

 

 

（４Ｋｇ・角バケツタイプ） 

 

 

 

オープン価格 

3443980 101201 

インスタント オーシャン ３００L 
 

 

(特徴) 

水温２４℃で１リットルあたり３３ｇ使用す

ると比重約１.０２０の海水が 

約 300 リットル作れます。 

しっかり蓋が閉まり、残った人工海水が

湿気にくく保存がし易いバケツです。 

 

（１０KG・角バケツタイプ） 

 

 

 

オープン価格 

3443982 160282 

インスタント オーシャン 600L 
 

 

(特徴) 

水温２４℃で１リットルあたり３３ｇ使用する

と比重約１.０２０の海水が 

約 600 リットル作れます。 

しっかり蓋が閉まり、残った人工海水が

湿気にくく保存がし易いバケツです。 

 

（ ２0ｋｇ・丸バケツタイプ） 

 

 

 

オープン価格 

3443982160305 

インスタント オーシャン ８００L 
 

 

(特徴) 

水温２４℃で１リットルあたり３３ｇ使用

すると比重約１.０２０の海水が 

約 800 リットル作れます。 

 

 

 

（２８ｋｇ・カートンタイプ 200L×４個)  

 

 

 

オープン価格    

3443981 108001 

インスタント オーシャン 6００L 
 

 

(特徴) 

水温２４℃で１リットルあたり３３ｇ使用すると比

重約１.０２０の海水が 

約 600 リットル作れます。 

60L の袋が 10 個入っていて扱いが手軽で便

利です。 

 

 

（２0ｋｇ・カートンタイプ 60L×10 個) 

 

 

オープン価格    

3443981 108001 

   

 

                                                                  ② 



人工海水  ・ コーラルサンド 

リーフクリスタルはリーフタンク専用に開発された人工海水です。

サンゴの骨格形成に必要なカルシウム（Ca)、マグネシウム（Mg)等

を強化しています。もちろん海水魚にもＯＫです。 

○サンゴの成長に欠かせない基本成分はもちろん各種ビタミン、ミネラル、

微量元素を独自のブレンド方法で、生体に吸収しやすいように高密度で

配合しています。 

○サンゴだけでなく海水魚、シャコ貝、海草にも効果的です。 

〇公設水族館やさまざまな研究所等でも使用され、その実績は確かです 

リーフクリスタルの主要諸元 

●（水温２４℃ 比重１．０２２の時）Ca：４４０ｐｐｍ Mg：１１４０ｐｐｍ KH：９．１ ●（水温２４℃ 比重１．０２４の時）Ca：４５０ｐｐｍ Mg：１２７５ｐｐｍ KH：１２ 

  ※上記数値は市販の試薬を使って当社で測定した値です。 

リーフ クリスタル １２０L  
 

(特徴) 

水温２４℃で１リットルあたり３３ｇ使用す

ると比重約１.０２０の海水が 

約１２０リットル作れます。 

 

 

（４Ｋｇ・角バケツタイプ） 

 

 

オープン価格 

3443980 201208                   

リーフ クリスタル ３００L  
 

(特徴) 

水温２４℃で１リットルあたり３３ｇ使用すると 

比重約１.０２０の海水が約 300 リットル作れ 

ます。 

しっかり蓋が閉まり、残った人工海水が湿気

にくく保存がし易いバケツです。 

 

（１０KG・角バケツタイプ） 

 

オープン価格 

3443982 160299 

リーフ クリスタル ７５０L  
 

（(特徴) 

水温２４℃で１リットルあたり３３ｇ使用すると比

重約１.０２０の海水が約 750 リットル作れま

す。 

しっかり蓋が閉まり、残った人工海水が湿気

にくく保存がし易いバケツです。 

 

（２５ｋｇ・丸バケツタイプ） 

 

 

オープン価格 

3443980 020908 

リーフ クリスタル ７００L  
 

 

(特徴) 

水温２４℃で１リットルあたり３３ｇ 

使用すると比重約１.０２０の海水 

が約 700 リットル作れます。 

 

（２４．５ｋｇ・カートンタイプ 

 １７５L×４） 

                          

オープン価格 

3443984 201754 

フランス アクアリウムシステムズ社から高品質アラゴナイト パレオサンド登場 

●炭酸カルシウムをより溶出しやすくストロンチウム、コバルト、亜鉛、モリブデンなどの重要な栄養素を含んでいます。 

●健全なサンゴの生育するために必要な微量元素とミネラルを安定供給します。 

●一般のサンド砂と比較して PH を高く維持します。 

●他社と比較して奇麗な白色をしており、装飾のサンドとしても水槽内を引き立たたせます。 

●海水魚、無脊椎、シクリッド水槽に最適です。 

アラゴナイト パレオサンド ファイン 細目 ５ｋｇ 
 

[パッケージサイズ] 

Ｗ３0０ Ｄ30０ Ｈ３０（ｍ

ｍ） 

 

[カートン入数] 

5 個 

 

 

定価（税別） 

２，７００円 

 

3443980 250015 

アラゴナイト パレオサンド ミディアム 中目 ５ｋｇ 
 

[パッケージサイズ] 

Ｗ３00 Ｄ300 Ｈ３０（ｍｍ） 

 

[カートン入数] 

5 個 

 

 

定価（税別） 

２，７００円 

 

3443980 250022 

③ 



フィルターろ材 

●超お買い得ロングマット。 

●特殊な構造で形成され、長期的に有効な吸収能力を持ちます。 

●中性に調整されており、水の PH に影響を与えません。 

●濾過力が大きく、すすぎ洗いする事で数回の再利用が可能。 

●経済的であり、かつ最高品質な濾過マット。 
●使用するフィルターのサイズに合わせて、自由にカットが可能。 
 

   

Ｓサイズ 細目 ５００ｇ 

[特徴] 白 

細かなゴミ、汚れの除去。 

 

 

定価（税別） ２，０８０円 

[パッケージサイズ] 

W20 D10 H50（cm） 

[本体サイズ] 約２０×４００ｃｍ 

3443982 150306 

Ｍサイズ 中目 ５００ｇ 

[特徴] 緑 

バクテリア生物濾過に最適。 

 

 

定価（税別） ２，０８０円 

[パッケージサイズ] 

W20 D10 H50（cm） 

[本体サイズ] 約２０×４００ｃｍ 

3443982 150313 

Ｌサイズ 粗目 ５００ｇ 
〔特徴] 青 

大き目のゴミを取り除く、物

理濾過に最適。 

オーバーフローの濾過槽

の水の落ちる場所に設置

すると消音効果もあります。 

また魚の巣床としても使え

ます。 

定価（税別） ２，４６０円 

[パッケージサイズ] 

W20 D15 H50（cm） 

[本体サイズ・形状]マット状ではありません。 

3443982 150320 

 

 

化学的に水を浄化するユニークなフィルターです。 

●淡水、海水両方を浄化することができます。 

●特別な特許をとった素材を繋ぎ合わせて作られています。 

●自然界に存在するものは勿論、後で水槽に足されたものも含めて汚染物質、 

その他の有毒物質を吸収します。 

●ポリメディアはいかなる場合にも、一度吸収した危険な物質を水槽内に戻し 

ません。 

 

[除去成分] 

タンパク質、亜硝酸塩、硝酸塩およびアンモニア、窒素化合物、リン酸塩（水槽内の藻類の主な原因)、銅、抗生物質等の薬剤及び有害

重金属、フェノール、殺虫剤等ベタ水槽等ろ過の無い場合は、そのまま沈めて下さい。 

[使用方法] 

水が通る濾過材の上などに設置して下さい。ベタ水槽等ろ過の無い場合は、そのまま沈めて下さい。 

フィルターの色がオフホワイト（オリジナル）からブラウンに変わります。ダークブラウンになったら交換して下さい。 

側面もダークブラウンなら交換、もし中が薄いブラウンであればまだ使う事ができます。 

適当な大きさに切断することができ、金魚水槽、またはベタ水槽などにも使用することができます。 

 
 

④ 

ツインディスク ２個入り 

 
定価（税別） 

２，１３０円 

 

[処理能力] 

４５～５５Ｌ（１個） 

[サイズ] 

７ｃｍ（直径） 

 

3443982170762 

スタンダード 

 
定価（税別） 
２，６６０円 

 

[処理能力] 

１４０～１８０Ｌ 

[サイズ] 

２０×１０ｃｍ 

 

3443982170427 

ブリーダー 

 
定価（税別） 

オープン価格 

 

[処理能力] 

９００～１０００Ｌ 

[サイズ] 

３０×３０ｃｍ 

 

3443982170755 



水槽内の岩やサンゴ、水草等を簡単に固定する事が出来ます。生物には無害です。 

ホールド ファスト パープル 

[特徴] 

・サンゴを岩の上に簡単

に固定できます。 

・練り合わせてから約７分

で硬化し始めて約 30 分で

固くなります。 

・サンゴ水槽で馴染むコー

ラルラインカラーです。 

 

 

定価（税別）  １，６５０円 

[パッケージサイズ]Ｗ９０×Ｄ３０×Ｈ２３８（ｍ

ｍ） 

[容量] １１３ｇ 

0051378 056007 

ホールド ファスト サンド 

[特徴] 

・サンゴを岩に固定したり、 

爬虫類の岩組み、水草水槽

での木の固定等に使えます。 

・練り合わせてから約７分で硬

化し始めて約 30 分で固くなり

ます。 

・爬虫類、テラリウム、水草水

槽等にも馴染むカラーです。 

 

定価（税別）  １，６５０円 

[パッケージサイズ]Ｗ９０×Ｄ３０×Ｈ２３８（ｍｍ） 

[容量] １１３ｇ 

3443982 161258 

ホールド ファスト ジェル 

[特徴] 

・サンゴを岩の上に簡単に固定

できます。 

・淡水の水草等を木や岩に固定

できます。 

・少量を土台となる岩または木の

上に付けて接着するものを押し

付けるだけ！ 

・硬化を促進させるために水で湿らせて下さい。お

よそ 10 秒で硬化します。 

定価（税別）  １，６５０円 

[パッケージサイズ]Ｗ７２×Ｄ２０×Ｈ１７２（ｍｍ） 

[容量] ２０ｇ 

3443982 160022 

アラカルト  ミネラル豊富な天然海藻を使用したバランス ダイエットフード 

●魚たちの自然環境下での捕食習慣を再現します。 

●藻類食性魚の痩せ防止及び人工餌に慣れない魚の餌付けに最適です。 

●採取は海洋汚染のないフランス北西部の海に限定しています。 

●大型ヤッコ、中型ヤッコ、小型ヤッコ、チョウチョウウオ、ハナダイ、ハギ、ベラ、シクリッド等に最適です。 

ミックスド フレーク ミニ  

 

[特徴]ビタミン 

（A,B1,B2,B3,B6,B12,C,E,）ミネラル

（鉄分、ヨウ素、カリウム等）とその他

微量元素含有、様々な海藻をフレ

ーク状にしてミックスしています。0.8

～1.2mm 

希望小売価格（税別） 

１，５００円 

[主原料] 海藻１００％ 

3443980 503302 

ミックスド フレーク マキシ  

 

[特徴]ビタミン 

（A,B1,B2,B3,B6,B12,C,E,）ミネラル

（鉄分、ヨウ素、カリウム等）とその他

微量元素含有、様々な海藻をフレ

ーク状にしてミックスしています。1.2

～1.5mm 

希望小売価格（税別） 

１，５００円 

[主原料] 海藻１００％ 

3443980 504309 

レッド シーウィード  

 

[特徴]ビタミン 

（A,B1,B2,B3,B6,B12,C,E,）ミネラル

（鉄分、ヨウ素、カリウム等）とその他

微量元素含有、紅藻をそのままの

形でパッキング。 

ビーシュリンプにも最適です。 

希望小売価格（税別） 

１，２５０円 

[主原料]  海藻１００％ 

3443980 500158 

パープル シーウィード 

  

[特徴]ビタミン 

（A,B1,B2,B3,B6,B12,C,E,）ミネラル

（鉄分、ヨウ素、カリウム等）とその他

微量元素含有、紫色の海藻をシート

状にしています。 

 

希望小売価格（税別） 

１，２５０円 

[主原料] 海藻１００％ 

3443980 502152 

⑤ 

水槽アクセサリー用接着剤・天然海藻フード 



プロティンスキマー・比重計 

アクアリウム システムズ プロテインスキマー スキム２．０ Ｓ４００（50hz/60hz 共用） 

 

●調節可能な固定システムにより初めての方も簡単に設置出来ます。 

●最新のチタニウムローター使用のインペラーを採用。 

●価格もおさえたお求め安いプロティンスキマーです。 

※プロティンスキマーとは水中に溶け込んでいるタンパク質や細かいゴミなどを微細な気泡に貼り付けて取り除いてしまう装置です。 

 有害なアンモニアに変化する前のタンパク質を事前に処理してしまおうというものです。 

※プロテインスキマーは海水飼育専用の器具です。 

 

[最大対応水量] ４００リットル 

[推奨水槽サイズ] 

魚中心（９００×４５０×４５０ｍｍ） 

サンゴ類中心（６００×４５０×４５０ｍｍ） 

[寸法] Ｗ１８５×Ｄ１５０×Ｈ４４０ｍｍ 

[消費電力] ７．５Ｗ（５０ｈｚ）５．５Ｗ（６０ｈｚ） 

[流量] 約１２００Ｌ／ｈ 

[設置場所]ハングオン（外掛け）またはインサンプ（ろ過槽内） 

※飼育状況によって対応水量は異なります。 

定価（税別）  ２６,５００円 

3443983 030201 

 

 

シーテスト比重計（簡易式ＴＫ５０５） 

 シーテスト比重計（簡易式ＴＫ５０５） 

 
[特徴] 

●コンパクトだから小型から大型の水槽までらくらく使えます。 

●機能とコストを重視したシンプルデザインです。 

●海水をすくうだけで簡単に計測できます。 

●最適比重範囲が一目でわかる２色表示です。 

（比重計測範囲：１．０１４～１．０３０） 

 

定価（税別） １，６５０円 

 

[本体サイズ] Ｗ９５×Ｈ１１０×Ｄ１５ｍｍ 

 

※シーテスト比重計（ＴＫ５０５）はあくまでも簡易式です。 

 精密な比重計測はできません。 

※新しいシーテスト比重計を使用する際、 

 計測針が海水になじみづらく誤差が大きくなることがあります。 

海水に１日以上つけておくと早くなじみます 

 

3443980 185041 

⑥ 



水流ポンプ・ポンプ 

世界が認めた優れた耐久性と高い安全性。 コンパクトボディの淡水・海水両用ポンプ。 

 

●最新の技術で、その高い信頼性を最小限のメンテナンスと省エネ

設計で提供します。 

●３６０°回転サポートシステムによって、革新的な水の流れを可能と

しました。 

●水槽内に太くてうねるような水流を作ります。 

●淡水・海水両用。安心のイタリア製。 

※ヘルツ共用ではありません。使用地域のヘルツをご確認の上ご使用下さい。※ウェーブタイマーにはご使用出来ません。 

マキシジェット・ウェーブ１ 

MaxiJet wave1（１００Ｖ－５０／６０Ｈｚ） 

定価（税別）４，４００円 

[消費電力] ２Ｗ 

[流量] 約１０００Ｌ／ｈ 

[本体サイズ] 

Ｗ５０×Ｄ６０×Ｈ４４ （ｍｍ） 

[適正水槽目安] ４５ｃｍ～６０ｃｍ 

[推奨ガラス厚] ６ｍｍまで 

 

3443982 150146(50hz) 4571171 

150130(60hz) 

マキシジェット・ウェーブ２ 

MaxiJet wave２（１００Ｖ－５０／６０Ｈｚ） 

定価（税別）５，５８０円 

[消費電力] ２.５Ｗ 

[流量] 約２０００Ｌ／ｈ 

[本体サイズ] 

Ｗ５０ Ｄ６０ Ｈ４４ （ｍｍ） 

[適正水槽目安]４５ｃｍ～９０ｃｍ 

[推奨ガラス厚] ６ｍｍまで 

 

3443982 150153(50hz) 4571171 150154(60hz) 

 

流量調節機能付き小型水陸両用ポンプ 

 

●コンパクトで水槽内でも目立ちません。 

●デザイン、小型化、パワー、静音性を兼ね備えたポンプです。 

●爬虫類、テラリウム、装飾水槽、その他使い方はいろいろ。 

●省エネ設計、超小型の水陸両用ポンプ。淡水・海水両用。 

 

 

マキシジェット・マイクロ 

MaxiJet Micro（１００Ｖ－５０／６０Ｈｚ） 

 

 

定価（税別）  ３，０００円 

[消費電力] ２．８Ｗ 

[流量] 約４００Ｌ／ｈ 

[本体サイズ]Ｗ４４ Ｄ６０ Ｈ４６ （ｍｍ） 

[最大揚程] ０．６５ｍ 

＊内径１２ｍｍのホースに接続出来ます。 

3443980 210033(50hz)   4571171 150161(60hz) 

⑦ 



水流ポンプ 

世界的に信頼されているイタリア・ネワ社のポンプたち。日本でも多くのプロショップやユーザーが愛用

しています。水流用やメインポンプ用、汎用性の高いパワーヘッドポンプなどさまざまな用途に応じたラ

インナップを用意しています。 

NEWA WAVE 2 シリーズ 

ＮＷＡ１９００adj 

（５０Ｈｚ／６０Ｈｚ）  対応ガラス厚～8mm 

定価（税別） ４，800 円 

[消費電力] ２．３Ｗ／２．６Ｗ 

[流量] ８００～１9００Ｌ／ｈ 

[全長] １０４ｍｍ 

[本体直径] ４３ｍｍ  

[吐出口直径] ３９ｍｍ 

[適正水槽目安] 30～100L 

8017003 091197(50hz) 8017003 091203(60hz) 

 

 

ＮＷＡ ３２００ 

（５０Ｈｚ／６０Ｈｚ）    対応ガラス厚～15mm 

定価（税別） ６，１００円 

[消費電力] ２．４Ｗ／２．６Ｗ 

[流量] 32００Ｌ／ｈ 

[全長] １２５ｍｍ 

[本体直径] ５２ｍｍ 

[吐出口直径] ４８ｍｍ 

[適正水槽目安] 9０～180mm 

8017003 091210(50hz) 8017003 091227(60hz) 

ＮＷＡ ５９００ 

（５０Ｈｚ／６０Ｈｚ） 

定価（税別） ９，０００円 

[消費電力] ５．８Ｗ／６．３Ｗ 

[流量] ５９００Ｌ／ｈ 

[全長] １４０ｍｍ 

[本体直径] ６１ｍ 

[吐出口直径] ５５ｍｍ 

[ 適 正 水 槽 目 安 ]  １ ６ ０ ～ 35 ０ ｃ

8017003091234(50hz)8017003 091241(60hz) 

 

 

 

 

                                                                                    ⑧ 



ポンプ 

 

ＮＪ１７００Ｎ (５０Ｈｚ／６０Ｈｚ) 

 

定価（税別） 

１０，９００円 

 

[消費電力] ４１Ｗ 

[流量] １０００～１７００Ｌ／ｈ 

[最大揚程高] ２．１０ｍ 

8017003 072301(50hz) 8017003 090060(60hz) 

ＮＪ２３００N (５０Ｈｚ／６０Ｈｚ) 

 

定価（税別） 

１２，７００円 

 

[消費電力] ４３Ｗ 

[流量] １２００～２３００L／ｈ       

[最大揚程高] ２．４０ｍ 

8017003 090046(50hz) 8017003 090077(60hz) 

ＮＪ３０００Ｎ (５０Ｈｚ／６０Ｈｚ) 

 

定価（税別） 

１８，２００円 

 

[消費電力] ５０Ｗ 

[流量] １５００～３０００Ｌ／ｈ 

[最大揚程高] ２．９０ｍ 

8017003 090053(50hz) 8017003 090084(60hz) 

 

ＭＪ５００Ｎ 

(１００Ｖ ５０Ｈｚ／６０Ｈｚ) 

定価（税別） 

５，１００円 

[消費電力] 

５０Ｈｚ－７Ｗ 

６０Ｈｚ－７Ｗ 

 

 

 

 

 

[流量] 

約４９０Ｌ／ｈ（５０Ｈｚ） 

約６００Ｌ／ｈ（６０Ｈｚ） 

 

[最大揚程高] 

約９０ｃｍ（５０Ｈｚ） 

約１３５ｃｍ（６０Ｈｚ） 

8017003 074534(50hz)  8017003 074541(60hz) 

ＭＪ７５０Ｎ 

(１００Ｖ ５０Ｈｚ／６０Ｈｚ) 

定価（税別） 

５，６７０円 

[消費電力] 

５０Ｈｚ－９Ｗ 

５０Ｈｚ－９Ｗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[流量] 

約６５０Ｌ／ｈ（５０Ｈｚ） 

約８５０Ｌ／ｈ（６０Ｈｚ） 

 

[最大揚程高] 

１６０ｃｍ（５０Ｈｚ） 

１１５ｃｍ（６０Ｈｚ） 

8017003 074558(50hz)  8017003 074565(60hz) 

MＪ１０００Ｎ 

(１００Ｖ ５０Ｈｚ／６０Ｈｚ) 

定価（税別） 

６，５３０円 

[消費電力] 

５０Ｈｚ－１６Ｗ 

６０Ｈｚ－１８Ｗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[流量] 

約１０００Ｌ／ｈ（５０Ｈｚ） 

約１０４０Ｌ／ｈ（６０Ｈｚ） 

 

[最大揚程高] 

１４５ｃｍ（５０Ｈｚ） 

１７０ｃｍ（６０Ｈｚ） 

8017003 074572(50hz)  8017003 074589(60hz) 

 

⑨ 



タイマー 

 

[ナチュラルウェーブミニの特徴] 

 

[主な特徴] 

●ポンプ用コンセントは 1 口のみ。小中型水槽で水流ポンプを複数使用しない飼育に最適。 

●ポンプの稼働設定時間は６～１２０秒。ポンプ停止の時間は稼働時間の半分。 

●ポンプの稼働状況が確認できるモニターランプ付き。 

●ポンプの稼働設定時間は６～１２０秒。ポンプ停止の時間は稼働時間の半分。 

●餌やり、メンテナンス、夜間等にポンプを停止できるＯＮ／ＯＦＦスイッチ付き。 

●３又コンセントを使用すれば複数のポンプが使用可能 

  ※ポンプはすべて同じ動作になります。 

  ※最大４５Ｗまで。 

ナチュラルウェーブミニ 

 

 

定価（税別）６,８００円 

[定格電圧] １００Ｖ－５０／６０Ｈｚ 

[通電容量] 最大４５Ｗ 

[本体寸法] 

Ｗ９０☓Ｄ４５☓Ｈ２５ｍｍ 

（突起部分含まず） 

[コード長] 

約１９０ｃｍ（電源プラグ含む） 

4571171 613048 

ナチュラルウエーブ３ 定価（税別）１７,８００円 

[定格電圧] 

１００Ｖ－５０／６０Ｈｚ 

[通電容量] 最大各１００Ｗ 

[連続通電] 最大４００Ｗ 

 

 

 

 

⑩ 



フード 

オメガワンシリーズには生命の維持に必要不可欠な不飽和脂肪酸（OMEGA３/OMEGA６）が豊富に含まれています。

オメガワンは魚が本来持っている免疫力を維持させ魚を体内から健康にしていくために作られたフィッシュフードです。 

 

その製造方法は新鮮なシーフードをミンチにして熱処理せず乾燥させるダイレクト製法で素材の栄養素は壊されていません。またフィッシュミ

ール（魚粉）や澱粉などの水に溶けやすい材料を使用していませんので水も汚しづらくなっています 

 

 

 

オメガワンの製造工程 

＊一般的なフィッシュフードの製造工程 

⇒フィッシュミール（魚粉）を原料に凝固剤としてデンプンや小麦粉を使用。 

 

＊オメガワンの製造工程 

⇒新鮮な魚介類を原料にそのまま加工。 

 
 

「主な特長」 

●魚の免疫力維持に必要な不飽和脂肪酸 OMEGA３と OMEGA６を配合。 

●新鮮なサケの皮から採取した天然色素を使用、魚体の色彩を高めます。 

●魚の天然油脂のみを使用、一般精製油類は使用していません。 

●シーフードから採取したマリーンプロテインを豊富に使用しているので魚にストレスを与えません。 

●新鮮な魚類が主原料で、水に溶けやすいデンプンをつなぎに使わないため水槽の水が汚れづらくなります。 

 

「主な原料」  唯一原料に魚種名が記載できるフードです。 

サケ、オヒョウ、黒タラ、ニシン、オキアミ、カサゴ、エビ、イカ、タコ、ハマグリ、生ケルプ、スピルリナ、レシチン、アスタクサンチン、ビタミンＡ、Ｂ

１、Ｂ２，Ｂ６、Ｂ１２、Ｃ、Ｄ３、Ｅ、Ｋ３、天然色素、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ピオチン、イノシトール、酸化防止剤（トコフェロール、ローズ

マリーのエキス）など 

 

 

⑪ 



フード 

マリーンガーリック・フレーク２８ｇ・６２ｇ 

[特徴] 

従来のオメガマリーンに良質な

生ガーリックを２％配合、新鮮

な天然素材を配合したフレー

クフードです。 

 

 

定価（税別） ２８ｇ  ８２０円    ６２ｇ  １，５２０円 

0698220 013810(28g) 0698220 014817(62g) 

マリーンガーリック・ペレット１２６ｇ（沈下性・小粒） 

[特徴] 

良質な生ガーリックを２％追加配

合し嗜好性と体表保護力を強化し

ました。マリーンペレットはゆっくり

沈むペレットで、気の弱い魚でも

餌を捕食しやすくなっています。 

 

定価（税別） １２６ｇ  １，１２０円 

0698220 023116 

ゴールドフィッシュ・フレーク ２８ｇ 

[特徴] 

和金・流金・ランチュウ等の金

魚専用に新鮮な天然素材を

配合したフレークフードで

す。 

 

 

 

定価（税別） ５００円 

0698220 013612 

ゴールドフィッシュ・ペレット １１９ｇ（沈下性・小粒） 

[特徴] 

サケの皮のβカロチンを豊富に

使用し、色揚げ効果のある金魚

用ペレットフードです。 

和金・流金・ランチュウ等、良く

食べています。 

 

定価（税別） ９４０円 

 

 

フレッシュウォーター・フレーク（熱帯魚の主食）２８ｇ 

[特徴] 

グッピー・プラティー・ネオン

テトラ等の熱帯魚専用に新

鮮な天然素材を配合したフ

レークフードです。 

 

 

 

定価（税別） ８２０円 

0698220 013117 

 

 

ベタ ペレット２８ｇ（浮上性） 

[特徴] 

新鮮な魚介類を使用した高たんぱ

くフード。フィッシュミールを使用し

ておらず不水溶性の天然タンパク

のため水を汚しません。ベタの美し

い成長に欠かせない高タンパクの

オヒョウを原料に使っています。 

アメリカのベタ愛好家コミュニティーの NO1 推奨フードです。 

定価（税別） ８２０円 

0698220 023710 

                                                                                                            

                                                                   ⑫ 



スーパーカラー・フレーク ２８ｇ（色揚げ） 

[特徴] 

サケの皮のβカロチンを豊富

に使用した色揚げ用フレーク

フードです。すべての魚に使

用できます。 

 

 

定価（税別） ９４０円 

 

0698220 913813 

スーパーカラー・ペレット ９４ｇ（浮遊性・中粒 色揚げ） 

[特徴] 

サケの皮のβカロチンを豊富に

使用した色揚用ペレットフードで

す。すべての魚に使用できま

す。 

浮遊性のため満遍なく魚に餌が

行き渡ります。 

 

定価（税別）  １，１２０円 

0698220 933811 

スーパーベジ・フレーク ２８ｇ 

[特徴] 

生ケルプ・スピルリナを豊富に使用

した草食性魚種用フレークフードで

す。チョウチョウウオの餌付け用フー

ドとして人気があります。 

 

定価（税別） １，０６０円 

0698220 913219 

 

スーパーベジ・ペレット９４ｇ（浮遊性・中粒） 

[特徴] 

生ケルプ・スピルリナを豊富に使用

し、それをペレット状にした草食性

魚種用フードです。 

浮遊性のため満遍なく魚に餌が行

き渡ります。 

定価（税別） １，１８０円 

0698220 933217 

 

シュリンプペレット 61g（沈下性、コリドラスなどの底層魚用） 

[特徴] 

アラスカ海域で獲れるエビがそ

のまま主原料の嗜好性の高い

贅沢なフードです。 

淡水魚・海水魚を問いません。 

大型ヤッコ類も良く食べます。 

 

 

定価（税別） ８２０円 

0698220 032910 

ベジラウンド ５６ｇ（沈下性） 

[特徴] 

アラスカ海域の生ケルプ・スピル

リナを豊富に使用した草食性魚

類用の円盤状フードです。ビー

シュリンプ・タナゴ・プレコ等に適

しています。 

また海水魚（キイロハギ等）も 

 よくついばみます。 

定価（税別） ９４０円 

0698220 052215 

タートル ペレット９９ｇ（若年カメ用） 

[特徴] 

タートルペレットは、若年カメのニーズ

に対応するために特別に開発されま

した。ビタミン A でサポートされている

高レベルのオメガ脂肪酸は、免疫シス

テムの強化に役立ちます。 

定価（税別） １,１８０ 

0698220 023147 

タートル スティック９９ｇ（成年カメ用） 

[特徴] 

タートルスティックは、成年カメの健康

と活力を最高レベルで維持するために

開発されました。適切なレベルのビタミ

ンやミネラルが強化されているので、

成年カメ向けとして最適なフードです。 

定価（税別） １，１８０円 

0698220 033146 



 

 

マイクロペレット・スーパーベジ 50g 

（草食性魚の主食/補助食用） 

 

[特徴] 

ランダムサイズの微小粒タイプ海水魚・熱帯

魚・金魚などが捕食しやすいサイズです。特

に草食性の魚類に適しています。 

とてもゆっくりと沈みますので気の弱い魚た

ちもエサにありつけます。 

 

 

定価（税別） ９４０円 

0698220 612211 

マイクロペレット・マリーン 50g 

（海水魚の主食用） 

 

[特徴] 

ランダムサイズの微小粒タイプ小型の海水

魚が捕食しやすいサイズ。嗜好性もよく海

水魚の主食に適しています。ゆっくりと沈

みますので気の弱い魚たちもエサにあり

つけます。スズメダイ・ヤッコ・チョウチョウウ

オ・ハギ・フグなどオールラウンドに使えま

す。 

定価（税別）  ９４０円 

 

0698220 612112 

マイクロペレット・スーパーカラー50g 

（魚の色揚/主食用）  

 

[特徴] 

ランダムサイズの微小粒タイプ小型の海水

魚・熱帯魚・金魚などが捕食しやすい サイ

ズです。ベータカロチンを豊富に含み魚体

の色揚げに適しています。とてもゆっくりと沈

みますので気の弱い魚たちもエサにありつ

けます。 

 

定価（税別） ９４０円 

 

0698220 612815 

オメガワン フリーズドライフード・シリーズは新鮮なオキアミ、イサザアミ、ブラインシュリンプ、小エビを独自のフリーズドライ製法で加工してい

ます。そのため栄養素は壊されることなく、高タンパク質でミネラル分も豊富に含まれていて魚を健康的に育てます。 

また完全に滅菌処理がされていますのでエサから魚に細菌や寄生虫が感染することもありません。嗜好性も高く、新しく入れた魚の餌付けな

どにも最適です。 

ブラインシュリンプ １９ｇ 

 

[特徴] 

淡水魚、海水魚、小型魚の主食 

餌食いの良くない魚の餌付けに最適 

 

定価（税別） １、１００円 

0698220 003217 

マイシスシュリンプ ２１ｇ 

 

[特徴] 

淡水魚、海水魚、小型魚の主食 

餌食いの良くない魚の餌付けに最適 

 

定価（税別） １、１００円 

0698220 003514 

シュリンプ ２６ｇ 

 

[特徴] 

中・大型の淡水魚、海水魚、両生類の主食 

※小エビの頭部などの硬い部分は予め取り

除いてから与えて下さい。 

定価（税別） １、１００円 

0698220 003118 

                                                                  ⑭ 



水質コンデショナー 

定期的に使用することで長期間水替え不要を実現します。 

初心者でも水槽の立上げを失敗することがなくなり、誰でも簡単に観賞魚の飼育をスタートする事が出来ます。 

●カルキとクロラミン（塩素とアンモニアの融合物で非常に危険）を即座に中和します。 

●アンモニア、アンモニウムを中和します。 

●亜硝酸、硝酸塩、窒素を減らして行きます。 

●水の PH 値に影響を与えません。 

●有益なバクテリアとバクテリアを発生させる物質の干渉をしません。 

●縄張り争いをする魚の表皮から発生する有害なフェロモンを中和します。 

●コケの発生を防ぎます。 

 

アムケル プラス 金魚用 

定価（税別） 

１１８ｍｌ  ８４０円 

２３７ｍｌ  １，２００円 

＊初心者でも簡単に金魚飼育スタート 

 

4571171 511184(118ml)  4571171 512365(237ml) 

アムケル プラス メダカ用 

定価（税別） 

１１８ｍｌ  ８４０円 

２３７ｍｌ  １，２００円 

＊濾過無し水槽でもアンモニアを中和、繁殖力 UP 

 

4571171 521183(118ml)  4571171 522364(237ml) 

アムケル プラス シュリンプ用 

定価（税別） 

１１８ｍｌ  ８４０円 

２３７ｍｌ  １，２００円 

 

＊亜硝酸、硝酸塩に敏感なシュリンプに 

 

4571171 541181(118ml)  4571171 542362(237ml) 

アムケル プラス カメ・ザリガニ用 

定価（税別） 

１１８ｍｌ  ８４０円 

２３７ｍｌ  １，２００円 

 

＊嫌なアンモニア臭を一発消臭 

 

4571171 551180(118ml)  4571171 552361(237ml) 

アムケル プラス 熱帯魚用 

定価（税別） 

１１８ｍｌ  ８４０円 

２３７ｍｌ  １，２００円 

４７３ｍｌ  １，８００円 

＊セットした水槽にすぐに魚を入れても 

大丈夫 

4571171 501185(118ml)  4571171 502366 (237ml) 

4571171 504735(473ml) 

アムケル プラス マリン用 

定価（税別） 

１１８ｍｌ  ８４０円 

２３７ｍｌ  １，２００円 

４７３ｍｌ  １，８００円 

＊水槽の立ち上げを容易にします。 

 

4571171 531182(118ml)  4571171 532363(237ml) 

4571171 534732(473ml) 

 

 

 

 

⑮ 



水質コンデショナー                             

 

 アンモニアを瞬時に水と有機物に分解 

 

 

 

 

 

６つの効果を 1 本に集約 

①カルキ（塩素）と重金属を無害化 

②魚の粘膜、エラの保護 

③※天然エキナセアがウイルス、細菌感染を抑制。 

④各種ビタミンと天然イオン溶液が魚の健康を維持、ストレスを軽減。 

⑤ポリマーコロイドがバクテリアの繁殖を促進 

⑥ポリマーコロイドが白濁りの原因成分を凝縮除去 

４０Ｌの水量に対してたった 5ml という経済性でもアクアリストを応援します。 

 

水槽に放つ前の魚を別水槽にてノバクアでトリートメントすると免疫力をアップ。 

輸送時にも袋の中に 1 滴たらす事で擦れとストレスから魚を守ります。 

 

 

 

ノバクア プラス 

定価（税別） 

２３７ｍｌ  １，２００円 

４７３ｍｌ  １，８００円 

３．７８Ｌ  ９，９６０円 

4571171 562360 (237ml) 

4571171 564739 (473ml) 

4571171 563787 (3.78L) 

 

※天然エキナセアとは？ 

エキナセアは、北アメリカ原産のキク科のハーブで紫色の花をつ

けます。 

古くからアメリカ先住民がエキナセアを風邪や伝染病の予防に利

用してきました。 

エキナセアは根に、免疫機能を高める成分を含み、最新の研究

で、抗ウイルス性，抗菌性，免疫強化性などが実証されています。 

 

 

 

 

⑯ 

アムケル プラス ベタ用 

定価（税別） 

１１８ｍｌ  ８４０円 

＊濾過の無いベタ水槽の水を安全な水

にする。 

 

 

4571171 503783 



殺菌灯（LIFE GARD） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロショップが認めた高い殺菌力。藻類の発生を抑え、魚を白点病から守る。 

QL-15 

 

 

 

定価（税別） 

オープン価格 

[サイズ（ｍｍ）] 

Ｗ１８５×Ｄ１１５×Ｈ４５５ 

[有効寸法（Ｈ）]  

４８５ｍｍ以上 

[接続ホース内径]  

１５～１６ｍｍ 

[適正流量]  

２０Ｌ／分以下 

[適合水量]  

最大４５０L 

[推奨海水水槽] 

９００×４５０×４５０オーバーフロー 

0788379 302955 

QL-25 

 

 

定価（税別） 

オープン価格 

[サイズ（ｍｍ）] 

Ｗ１８５×Ｄ１１５×Ｈ７００ 

[有効寸法（Ｈ）]  

７３０ｍｍ以上 

[接続ホース内径]  

１９～２０ｍｍ 

[適正流量]  

５０Ｌ／分以下 

[適合水量]  

最大６００L 

[推奨海水水槽] 

１２００×４５０×４５０オーバーフロー 

0788379 504533 

QL-40 

 
定価（税別） 

オープン価格 

[サイズ（ｍｍ）] 

Ｗ１８５×Ｄ１１５×Ｈ９５０ 

[有効寸法（Ｈ）]  

９８０ｍｍ以上 

[接続ホース内径]  

１９～２０ｍｍ 

[適正流量]  

１００Ｌ／分以下 

[適合水量]  

最大１３００Ｌ 

[推奨海水水槽] 

１５００×６００×６００オーバーフロー 

0788379 504540 

⑰ 



殺菌灯（LIFE GARD） 

主なパーツ 

殺菌灯ランプ 

 

定価（税別） 

ＱＬ１５用 １１，92０円 

ＱＬ２５用 １3，８00 円 

ＱＬ４０用 １7，48０円 

《注意》 

ＱＬ殺菌灯のランプは非常に強力です。 

ランプが点灯しているときは絶対に直接見ない

でください。 

点灯の確認はランプを殺菌灯本体に入れて上

部のクリアビューポートでおこなってください。

4571171 613154(QL15)       0788379 

308346(Ql25)  0788379308353(QL40) 

プロテクションスリーブ 

 

 

定価（税別） 

ＱＬ１５用 １，58０円 

ＱＬ２５用 2，08０円 

ＱＬ４０用 2，86０円 

 

殺菌灯本体内に強力な紫外線が直接照射され

ないようにするためのカバーです。このカバーが

ないと最悪な場合、本体に穴が開いてしまいま

す。 

この部分が紫外線にさらされて劣化していきます

ので１年に１回の交換をしてください。 

オーバーフローパイプ 

 

 

定価（税別） 

ＱＬ１５用 ７7０円 

ＱＬ２５用 91０円 

ＱＬ４０用 １，1６０円 

 

殺菌灯本体内を下方から渦を巻いて上がってきた

水を水槽内へ戻すためのパイプです。 

このパイプは直接紫外線にさらされて劣化していき

ますので水漏れ防止のためにも１年に１回の交換

をしてください。 

クォーツスリーブ 

 

クォーツスリーブは殺菌灯 

ランプが水に濡れない様に

するためのカバーです。 

定期的な交換は必要ありま

せんが水垢などの汚れが

付着してきますと紫外線の 

効果が薄れますので時々点検し掃除して下さ

い。汚れが落ちない時は交換してください。 

定価（税別） 

ＱＬ１５用 9,580 円 

ＱＬ２５用 13,000 円 

ＱＬ４０用 25,000 円 

ラバーガスケット 

 

ラバーガスケットはクォーツスリーブ内に水が入っ

たり外に水が漏れないようにするためのＯリングで

す。 

ゴム製で劣化もしますので１年に１回の交換をし

てください。 

定価（税別）３２０円（各機種共通） 

 

ＱＬ本体Ｏリング 

殺菌灯本体とヘッドキャップの間のＯリングです。 

本体上部からの水漏れを防止します。 

ゴム製で劣化もしますので１年に１回の交換をし

てください。 

定価（税別）５５０円（各機種共通） 

ＱＬ用安定器 

 

純国産の信頼の高いＱＬ

専用の安定器です。 

安定器は一般家庭用照明

器具とは違い、２４時間３６

５日動いています。そのた

め寿命も短くなります。３年を目安に早めの交換を

お勧めします。  

定価（税別） 

ＱＬ１５用 １３，３３０円 

ＱＬ２５用 １３，７２０円 

ＱＬ４０用 １５，５９０円 

 

⑱ 



殺菌灯（LIFE GARD）・アルジーパッド（水槽クリーナー） 

オプションパーツ 

ダウンアダプター 

ＱＬ２５／４０の接続ホース内径は通

常１９～２０ｍｍですが、内径１５～１

６ｍｍのホースに下げたいときに使

用するアダプターです。 

外部フィルター等との接続が可能

になります。 

定価（税別）４００円 

※ご使用になるときは必ずシーリン

グテープ（テフロンテープ）をネジの

部分に巻いてください。 

アップアダプター 

ＱＬ１５の接続ホース内径は通常１５～

１６ｍｍですが、内径１９～２０ｍｍのホ

ースに上げたいときに使用するアダプ

ターです。 

 

 

定価（税別）５４０円 

※ご使用になるときは必ずシーリング

テープ（テフロンテープ）をネジの部

分に巻いてください。 

ホースアダプター（ストレート型） 

ＱＬ１５用 

（ホース内径１５～１６ｍｍ） 

定価（税別）４３０円 

ＱＬ２５／４０用 

（ホース内径１９ｍｍ） 

定価（税別）４９０円 

※ご使用になるときは必ずシーリン

グテープ（テフロンテープ）をネジ 

の部分に巻いてください。 

エルボホースアダプター（Ｌ字型） 

ＱＬ１５用 

（ホース内径１５～１６ｍｍ） 

定価（税別）８６０円 

ＱＬ２５／４０用 

（ホース内径１９ｍｍ） 

定価（税別）９７０円 

※ご使用になるときは必ずシーリング 

テープ（テフロンテープ）をネジ 

の部分に巻いてください。 

 

 

 

                   

アルジーパッドアクリル・ガラス共通 S・L 

アクリル、ガラスのクリーナー。 

水に浸してからご使用下さい。 

使用後は絞らずに平な面に押し付

けて水切りして下さい。固さが長持

ちします。 

 

定価 オープン価格 

S  0788379 307813 

L  0788379 307820 

ネワミラー９W 専用交換球 

 

 

定価（税別） 

３,５４０円 

 

 

[ランプ寿命] 約８０００時間 

[紫外線照射度] 最大２５０００μｗｓ／ｃｍ２ 

[紫外線波長] ２５４ｎｍ 

 

 

⑲ 



ブリージングバック（呼吸する袋） 

 

二酸化炭素を排出して酸素を取り入れる最新技術のフィッシュバッグ・ブリージングバッグ（呼吸する袋）  

●引越しに●停電時に●釣り、アウトドアでの採集に●小魚、水棲生物、サンゴ等の長時間の輸送に使い方はいろいろ。 

[特徴] 

・酸素が袋の表面から中に通過する時、水中にある二酸化炭素を袋の外に追い出します。（酸素の供給は無限です） 

ブリージングバック S ５枚入り 

定価（税別）  

７８０円 

[サイズ] 

１８×３６ｃｍ 

[入数] ５枚 

 

4571171 502014 

ブリージングバック M ５枚入り 

定価（税別） 

９４０円 

[サイズ] 

２３×４０ｃｍ 

[入数] ５枚 

 

4571171 502120 

ブリージングバック L ５枚入り 

定価（税別） 

１，４６０円 

[サイズ] 

３０×４８ｃｍ 

[入数] ５枚 

 

4571171 502137 

 

 

 

コンパクトランプ ユニット 鳥・爬虫類 UV ランプ 

コンパクトランプ ユニット（ランプ別売り） 

高級感溢れる丈夫なアルミニウムハウジング、アルミニウム反射板、取り外し可能な安全メ

ッシュ状カバー、照射角度も調整可能。バードとレプタイルのマルチパッケージ。 

定価(税別) 11,880 円    

 

 

鳥専用 UV 交換球（20W）  

バード コンパクトプロ 

光のちらつきも無く、敏

感な鳥の目にも優しく安

全です。 

 

 

 

 

 

 

定価（税別）  3,920 円 3443982180198 

爬虫類専用 UV 交換球(23W) 

レプタイル コンパクトプロ  

定価（税別） 各 3,920 円 

 

 

 

熱帯・亜熱帯生息爬虫類用（グリーン） 

UVB６％ 3443981180076 

砂漠生息爬虫類用（オレンジ） 

UVB１２％ 3443981180083 

コンパクトランプ ユニット 

    ＆ 

鳥用 UV 交換球セット 

 

 

 

 

 

 

定価(税別) 15,000 円  

4571171170022 

 

                                                          ⑳ 



              

 

 

 

 

 

 

ナプコ・リミテッド ジャパン 

〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋 2-1-5-5F 

TEL：03-3623-8760 FAX:03-3623-4270 

http://napqo.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示価格は 2019 年 3 月現在の価格です。予告なく製品価格を変更する場合があります。 

価格に消費税は含まれておりません。表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。 

 


