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各部の名称とパーツリスト

近日更新予定です。
ver1.01 をお待ち下さい。

WEB マニュアルについて
本製品はWiFi を利用したアプリでの使用も可能であるため、オンラインマニュアルでご提供させていただき、

必要に応じて使用方法や保証内容なども更新更新をさせていただきます。
購入時に付属しているマニュアルのQRコードをなくさないようにしてください。
QRコード及びURLは変わらず、現行で最新の内容をご確認いただけます。

ご使用前の注意事項
本製品のご使用開始にあたり下記の事項を必ずお守りいただきますようお願い申し上げます。

取扱い説明書をすべてお読みいただいてから設置してください。
説明書をお読みいただいた上で不明な部分がある場合は販売店にお問い合わせいただいてからご使用ください。



設置 / 設置場所での注意事項
本製品の対応ガラス厚は機種により異なります。外箱に記載していますのでご確認ください。
磁石が勢いよく組み合わさると衝撃で割れたりヒビが入る可能性があります。
本製品は強力な磁石を使用しているため近くに磁力にデリケートな電化製品があると故障する可能性がありま
す。必ず30cm以上距離を確保してください。（ヒーターやその他の機器もできるだけ距離を離して設置してく
ださい。）
ペースメーカーなどの機器をご使用の方が本製品（マグネット部分）に近づかないようにご注意ください。
水槽の飼育水やその他の水分がケーブルを伝わる場合がございます。必ずケーブルにはたるみを設けて電源
（壁のコンセント含む）や接続部分に水分が伝わらないように注意してください。
本製品は一般的な室内での使用を想定して製造されています。室温５～３５℃、湿度の高くない場所にコン
トローラーを設置してください。直射日光が当たるのは避けてください。
５℃以上３５℃以下の水温でご使用ください。
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設置
マグネットの取り付けは慎重に行ってください。マグネット同士が強く引き合い水槽が破損する場合も考えら
れますので下図に従って慎重に行ってください。
作業時は手を挟まないように注意が必要です。必要に応じて手袋などを使用してリスクを回避してください。

マグネットとポンプの取り付け
水槽内の設置位置が決まったら、マグネットをゆっくりと水槽を滑らせるよ
うに近づけていきます。( 水槽が傷つかないように注意してください。)
しっかりと磁石が引き合っていればOK です。
( 作業中は磁石に手を挟まれないように注意してください。)

コントローラーの設置
図のようにコントローラーは水槽より高い位置で水槽の真上を避けて設置 ( 
湿気対策 ) するか、低い位置に設置する場合は水分がケーブルを伝わって来
ないようにケーブルにたるみを持たせて設置してください。
ケーブルを伝わりコントロラーやACアダプターに水分が付着するとショー
トを起こしてしまう可能性があります。火災に繋がりますので注意してくだ
さい。

各部の接続
各パーツの取り付け・取外しを行う場合は、主電源 (AC アダプター ) に電
気が通電していない状態にしてから作業を行ってください。
また、コントローラーに通電したままでAC アダプターのプラグをコント
ローラーから抜き差しするとコネクターの抜け防止部分が擦れて火花が出る
場合があります。いずれも感電や火災、機器の故障につながります。
また、本製品はポンプとコントローラーのジョイント部分に防滴のプラグ（左
図）を採用しています。しっかりと向きを合わせて奥まで差込み、しっかり
と締め付けてください。



コントローラーの名称と機能
コントローラーを使用したマニュアル操作の方法です。WiFi使用した操作は別ページとなります。ご注意ください。

①　手動使用からWiFi 使用時の切り替えボタン
②　ポンプ出力表示
③　モード表示
　　W1: 間欠運転（ON・OFF）を行う標準的なWave モード
　　W2: 段階的に高速→低速→高速と変動するモード
　　Else: 自然の海をイメージしたランダムな水流モード
　　H: 定速運転モード
　　C:2 台以上のポンプを同期させるモード

④　ロック・フィードモード表示
⑤　親機・子機表示
⑥　ステータス表示
⑦　ロックモード /親機・子機切り替え
⑧　スピード設定 /フィードモード（給餌時1約10分停止、自動復帰）
⑨　モード切り替えボタン
⑩　タイミング調整ダイヤル（動作切り替えスピード）

コントローラーの各種モード設定
前項にあるようにコントローラーの各種ボタンを押すことで機能が作動します。
特に初めて波の種類やパワーを調整する時は少なくとも30分程度は水槽の近くで動作を観察してください。
ウェーブモードでは強弱のある波が発生いたします。複数台のポンプが不規則に重なったときには思わぬ大き
な波になる場合もありますので、様子を見ながら調整してください。

1- ⑨のMODE/PROGRAMボタンで好みの波を選択します。
2- ⑧のSPEED/FEEDボタンで波のパワーを調整します。②の出力表示で確認することができます。
3- ⑩のタイミング調整ダイヤルで波の切り替わり時期の調整をします。

①
②
③
④
⑤
⑥

⑦
⑧
⑨
⑩

ウェーブモードの設定

魚やサンゴなどに餌を与える時に一時的に停止させる機能です。　
1- ⑧の SPEED/FEEDボタンを長押しします。④の10minの部分が点灯すれば機能設定完了です。
2- ポンプは約 10分間の停止後に自動復帰します。

フィードモードの設定

タイミング調整ダイヤルへの不慮の接触を防止、意図しない設定変更を防止する機能です。
調整ノブを使用しないモードでは、効果はありません。
1- ⑦のWi-Le/Lock ボタンを長押しします。④の鍵マークの部分が点灯すれば機能設定完了です。
2- 解除は⑦のWi-Le/Lock ボタンを再度長押しします。④の鍵マークの部分で確認ください。

Lockモードの設定

PFS の Controller を複数台連動させることが可能です。親機・子機を設定して動作を同調、反同調させるこ
とが可能です。H,Else, モードではこの機能を使用しても効果がありません。モードにかかわらず、流量はココ
マコントローラーの設定に準拠します。　
1- 同期させるポンプをすべて稼動状態にしてください。
2- 親機に設定するポンプ以外すべてのコントローラーで⑦のWi-Le/Lockボタンを押して⑤の表示をSlaveにします。
3-親機に設定するコントローラーで⑦のWi-Le/Lock ボタンを押して⑤の表示をMaster にします。
4-以降のモード変更、およびノブによる動作間隔変更は親機で行なってください。　
■W1 : 親機、子機が同じタイミングで間欠運転を行います。
■W2 : 親機と子機はタイミングをずらして高速→低速→高速・・・と変動します。
■C :W 1 と逆に、親機と子機が交互に間欠運転を行います。

複数台の使用時の同期設定



アプリでポンプをコントロールする
本製品は手動設定のコントローラーだけでなく、スマホアプリを使用して操作も可能です。
次項の手順にしたがって操作してください。

1. 設定用アプリのダウンロード
まずご使用の端末に設定用のアプリをインストールしてください。
App Store、もしくはPlay store で "Jebao Aqua" と検索し、ダウンロードをおこなってください。

※本アプリで設定可能な機能はWi-Fi 親機から水槽が離れているなど、電波環境が最良でなくてもご使用いただ
けます。電波環境が芳しくなく設定が説明書通りに進まない場合はコントローラーでの設定をお試しください。
※本アプリを設定してポンプの設定をおこなうには、ご家庭の2.4GHx Wi-Fi 固定回線とコントローラーを接
続する必要があります。
※Wi-Fi の接続範囲は周辺環境に依存して変化するため、操作に問題が見られる場合はコントローラーをルー
ターからなるべく近い位置に配置して再度操作をお試しください。この時必ずしもポンプはコントローラーと
接続されている必要はありません。
※本アプリは iOS版では iOS9.0 以降、Aondoid OS 版ではAndroid5 以降のバージョンに対応しています。
※本説明書では iOS版アプリの画面で解説をおこなっています。レイアウトや機能に違いは一切ございません
がボタンの表記名などが異なるため、そのような場合には（）にてAndroid OS 版の名称を記載しています。
画像と併せてご参照ください。

2. アカウントの登録
本アプリでJebao ポンプの設定、操作を行う為には、
まず初めにアカウントを作成する必要があります。
アプリを起動する前に、コントローラーと接続する
予定のWi-Fi 回線に端末を接続してください。端末
の接続しているWi-Fi を対象として接続設定をおこ
なうので、必ずおこなってください。

※本製品は5.0GHz規格Wi-Fiには対応しておらず、
2.4GHzのWi-Fi でのみ接続可能です。普段端末を
5.0GHzのWi-Fi に接続している場合はくれぐれも
ご注意ください。

アプリを起動したら "新規アカウント登録（登録）"
を選択してください（左図）。
プライバシーポリシーの内容が表示されるので、"同
意 " を選択してください（右図）。

登録には既存のメールアドレスと、任意に設定する
パスワードを入力する必要があります。パスワード
は半角英数字６̃１４桁で作成してください。全角文
字はご使用いただけません。
内容に問題がなければ "メール登録（今すぐサイン
アップ）"をタップするとアカウントが作成されます。
"すぐに始める "をタップすると作成したアカウント
情報が入力された状態のログイン画面が表示される
ので、ログインしてください。



3. アプリに機器を登録する
アプリで機器をコントロールするためには、機器をまずアプリに登録する必要があります。画面右上の "+" ア
イコンで機器の登録画面を表示させます。続いてWater Pump（ウェーブポンプ）を選択します。

『Add device』画面が表示されますので、画面右上の "AP ネットワーク（AP設定）"を選択します。画面が
変わったら、コントローラーを登録待ち受け状態にするために、Wifi（スイッチ）ボタン（アプリ上では電源
ボタンと表記されています）を10秒間長押ししてください。ステータスランプの赤緑ランプが同時に点滅す
る状態になったことを確認してください。

※赤ランプと緑ランプが交互に点滅している状態は正しい操作ができていないので、改めて長押しの操作をお
こなってください。

ステータスランプが赤緑同時点滅になっていることを確認したら、"デバイスが ap配信モードに入ることが確
認された "にチェックをつけて "次に " を選択してください。



ポンプを接続するWi-Fi の設定をおこないます。画面上部に表示されている
Wi-Fi の SSID がポンプに接続する予定のものである2.4GHz のWi-Fi であるこ
とを確認してください。問題なければそのWi-Fi のセキュリティキーを入力して
"次に " をタップしてください。

ご家庭のWi-Fi についての設定が終わったら、Jebao のWi-Fi の設定をおこな
います。Status ランプが赤緑同時点滅している時、コントローラーは独自の
Wi-Fi を発信している為、その回線に接続します。
iOS版　："設定に移動 "をタップして端末の設定画面を表示して、ポンプが発
信するWi-Fi に接続してください。 
Android OS 版　：近くのポンプが検出されるので、接続する予定のポンプの
IDを選択してください。画面が切り替わりWi-Fi の接続先を変えてくださいと
いう旨の文章が表示されるので "確定 " を選択して端末の設定画面を表示しま
す。

端末自体の設定画面でJebao から始まるコントローラーの発信するWi-Fi に接続してください。
セキュリティキーは "123456789" です。接続できたことを確認して、Jebao aqua アプリに戻ってくださ
い。コントローラーとWi-Fi 親機との接続が自動で開始されて、無事接続されたらデバイスの追加に成功とい
う画面が表示されます。
"Start（すぐに使用）"で設定を完了してください。以上で機器の接続は完了となります。

Wi-Fi の SSID



4. ポンプの基本的な操作方法
機器の登録が正常におこなわれると、デバイスリストに登録した機器のアイコン
が表示されます。この時、アイコンをアップするとポンプを停止させることがで
きます。動作を再開させるときは、再度アイコンをタップしてください。ポンプ
のスケジュール設定をおこなうには、アイコンを3秒ほど長押しして、指を離
してください。タップしている間は画面が変わらないのでご注意ください。

①オプションメニュー
赤枠のアイコンをタップするとオプションメニューが表示されます。メニューではポンプの名称の変更と機器
登録の削除をおこなうことができます（右図）。

②ポンプのオン・オフの切り替え
タップするとポンプを任意に停止させることができます。動作を復帰させるには、もう一度タップしてください。

③モードの切り替え（タップ時）　／モードの詳細設定（長押し後指離し時）
画面下部のアイコンをタップすると、ポンプの動作モードを変更することができます。初期設定ではマニュア
ルモードが設定されています。

マニュアルモード　動作させるモードを選択し、そのモードでの操作を継続させるモードです。
リンクモード　複数台のポンプをリンクさせて使う時に設定するモードです。
タイマーモード　任意の時間帯にモードを切り替えるタイマーモードです。

ポンプの設定画面が表示されます。 ①

②

③



■リンクモード（連動モード）の設定

複数台のポンプを使用している時のみ使用するモードであるため、後述の "５．複数台のポンプ設定方法 "で解
説をおこないます。

■マニュアルモードの設定

時間帯によってモードや水流を変化させる使い方をしない場合は、このモード
を選択してください。
マニュアルモードアイコンを長押ししてマニュアルモードの設定画面を表示さ
せてください。

マニュアルモードで設定できるのは、モードの選択
と動作出力になります。①のアイコンで動作させる
モードを選択して、②のアイコンでそのモードにおけ
る設定画面を表示させることができます。

①① ②



■タイマーモード（タイミングモード）の設定

時間帯によってモードや水流を変化させる使い方をする場合は、このモードを
選択してください。
タイマーモード（タイミングモード）アイコンを長押ししてタイマーモード（タ
イミングモード）の設定画面を表示させてください。

タイマーモード（タイミングモード）の設定画面が表示されます。このモードでは画面中央部のサークルは24
時間の動作モードを表しており、サークル上にそのモードの開始時間と終了時間を示すタイムバーが表示され
ています。

このタイムバーは任意にスワイプ（タップしたまま指を動かす動作）によって設定時間を変更することができ
ます。また、サークル下にある時刻表示でも正確に時間を設定する事ができます。

終了時間

開始時間



●モードの追加方法

スケジュールにモードを追加するには、まずタイムバーをスワイプして、モードが設定されていない空白の時
間帯を作成します。この空白の時間帯に新しくモードが追加されます。空白の時間帯を作成したら、サークル
中央のアイコンをタップしてください。新しくモードが空白の時間帯に挿入されます。更にモードを追加する
ときは、同じ要領で空白の時間帯を作り、アイコンをタップしてください。

●モードの変更・設定方法

モードの詳細設定を変更するには、まず設定対象の時間帯を選択します。サークル中央のアイコンをタップして、
対象の時間帯を選択してください（左図）。設定する時間帯を選択していることを確認したら、モード名が表示
されている箇所をタップしてください（右図）。

12～ 21時の時間帯を選択中 21～ 12時の時間帯を選択中



モードの選択画面が表示されますので、この時間帯で動作させるモードを選択してチェックをつけてください
（左図）。この内定流、クラシック、正弦モードには拡張設定項目があります。拡張設定項目を編集するために
は歯車アイコンをタップしてください（中図）。拡張設定項目では各モードの動作に関する細かな設定をするこ
とが可能です。設定したら "OK" を選択し、最後に保存アイコンをタップすると、変更が保存されます（右図）。

スケジュール設定後は、動作モードがタイマーになっていることを確認してく
ださい。設定は以上となります。



5. 複数台のポンプ設定方法
本項では同種のポンプを使用している場合の、以下のようなグループ設定や連動設定についての解説をおこないます。
・複数台のポンプをまとめて設定する方法（グループ設定）
・複数台のポンプを親機と子機に分けて連動させる方法（連動設定）

■複数台のポンプをまとめて設定する方法（グループ設定）

グループ設定では複数のポンプをグループ化することで、設定を一括化して設定の手間を軽減します。ポンプ
をグループ化すると設定はすべてのポンプに適用されるようになります。グループ設定をおこなう為には、ま
ず使用するポンプをすべてアプリに登録してください。グループ設定の過程にはポンプを追加する工程はあり
ません。
基本画面の下部メニューの "グループ "を選択してください。グループ画面の＋アイコンで新規グループを作成
します。グループの名称とグループに登録するポンプを選択してチェックマークをつけたら、"ADD" をタップ
してください。グループが作成されます。以降は右図の画面から設定項目に移行することで、ポンプ単体の時
と同様にスケジュール設定などをおこなうことができます。

■複数台のポンプを親機と子機に分けて連動させる方法（連動設定）

連動設定はグループ設定に近い機能ですが、子機のみ出力を抑えるなど、ポンプを一括して扱うグループ設定
ではできない細かな設定をおこなうことができます。
連絡設定をおこなう為には、はじめに使用するポンプをすべてアプリに登録してください。

●親機の設定
連動設定をするためにはマスター（親機）として使用するポンプをタイマーモードでスケジュール設定してく
ださい。親機がスケジュール動作するようになったら、モードアイコンの "リンク "をタップしてください（左
図）。連動設定の詳細項目が表示されるので、"Mater Pump" を選択し、続けて "タイマー "を選択してくださ
い（中図）。スケジュール設定画面が表示されるので、"完了 " を選択してください。



●子機の設定
デバイス画面で子機にするポンプの設定画面を表示させてください。親機の時と同様に"リンク"アイコンをタッ
プして、"Slave pump" を選択してください。子機の場合は、スケジュール設定画面ではなく、親機の流量に
対してどのくらいの出力で動作させるかを設定することができます。子機を親機と同じ出力にする場合は
"100" に設定してください。"OK" を選択すると設定は完了し、連動して動作するようになります。この時、必
ず画面の動作モードが "リンク "になっていることを確認してください（右図）。

6. その他の設定項目について
デバイス画面で下部メニューの "設定 " を選択すると、その他の設定メニューが表示されます。主に重要になる
項目は以下の2項目です。
"その他の設定 "　アカウント情報を削除する際に選択します。
"戻る "　アプリからサインアウトします。不慮の問題などによってポンプとアクセスできない場合に一度サイ
ンアウトしてログイン状態を正常かするときに使用します。



7. トラブルシューティング

Q. 水槽からWi-Fi ルーターが遠い、遮蔽物がある、通信が上手くできない
A.本製品はコントローラーにメモリ機能を備えています。また、常にインターネットと通信をする仕様にはなっ
ていない為、設定するときのみコントローラーをルーターの近くに置いて設定をしていただくことが可能です。
また、ポンプが接続されていない旨のエラーは表示されるものの、ポンプが接続されていなくても設定をおこ
なっていただくことが可能です。環境によっては設定を変更する度にコントローラーをルーターの近くに置い
ていただく状況が発生するため、それがお手間の際にはコントローラーのボタン操作で設定・ご使用ください。

Q. アカウントが作成できない
A.メールアドレスの後にスペースが挿入されていたり、パスワードに全角文字が含まれていないことを確認し
てください。また、パスワードは6～ 14桁である必要がありますのでご注意ください。

Q. ログインパスワードが分からなくなった
A.ログイン画面の "Forgot Password" からパスワードのわからないアカウントの登録メールアドレスを入力
して、"Send link" をタップしてください。パスワードをリセットするためのリンクが記載されたメールが届く
ので、改めてパスワードを設定してください。

Q. ログインメールアドレスが分からなくなった
A.アカウント情報を照会する手段がないため、アカウントの新規作成からの一連の操作をおこなってください。

Q. ポンプが登録できない
A.この問題は複数の要因を原因として発生します。以下の点をご確認ください。
・使用している端末がWi-Fi に接続されていて、かつそれが2.4GHz 帯のものであることを確認してください。
本製品は5.0GHz Wi-Fi には対応していません。
・設定の途中で入力するセキュリティキーに誤りがないことを確認してください。
・本体のステータスランプの状態が正しく待ち受け状態になっていることを確認してください。
・最後の%表示が進んでいく段階でエラーになる場合はコントローラーとWi-Fi 親機の位置関係により電波が
弱い可能性があります。コントローラーと親機の位置関係を可能であれば近づけてください。

Q. 設定時に長押ししても画面が切り替わらない
A.本アプリに置ける長押しの操作は、すべて長押しすることによって画面が変わるのではなく、長押しした後
指を離すことによって実行されます。

Q. 登録したポンプ・グループを削除したい
A.各設定項目の右上にある "・・・"アイコンからオプションメニューを表示し、"Delete ̃" を選択してください。

Q. 設定ずみのポンプを初期化したい
A.本製品・アプリに初期化の設定項目はありません。設定を初期設定で上書きするか、アプリから削除した後、
再度アプリに登録される際に初期設定による上書きがおこなわれます。



日々のメンテナンス
・定期的に貝やその他生物、砂・岩が挟まってないか、異常な運転音、動作がないか確認してください。
・カバーなどについた苔はスポンジ等を使用して落としてください。石灰藻などはアクアポンプ用のクリーナー
　を用いて除去してください。クリーナーは規定量や時間を守って使用してください。

流量が落ちてきたら
・モーターのインペラを外して、内部も定期的にチェックすることをおすすめします。
　インペラとモーターの収まる部分にはバクテリアフィルムができやすく、流量が落ちる原因でもあります。 
　ヌルヌルしたバクテリアフィルムは簡単にフエルトなどで落とすことができます。
・上記で改善が見られない場合は、インペラ交換　→　モーター交換となります。
　極稀にAC アダプターの出力が落ちている場合もございます。この場合はAC アダプターの出力を測定する
　ことで故障しているかどうか判断が可能です。一般家庭ではあまり普及していませんが amzon 等のネット
　ストアやホームセンターで¥1000 程度から購入できるので1 つ持っていると便利です。

スペアパーツ
必要なパーツをご注文ください。
購入店以外でも保証書の提示でご購入いただけます。
保証書を紛失してしまった場合はコントローラー又はAC アダプターに貼ってある品質管理番号を
ショップにお伝えいただければご購入可能です。( 中古品やオークションで購入した弊社輸入した製品でも管理
番号があれば同様の対応となります )
そのため、保証期間後も大切に保証書は保管してください。   

電圧テスターについては動画でご確認いただけます



注意事項
説明書の各所に注意事項の記載がございますのでご確認ください。
特に下記には十分にご注意ください。　

・強力磁石を使用していますので、電化製品、精密機器、健康器具など磁力の影響を受けるモノの近くに置か
　ないでください。
・ 磁石は強力に引き合います、手を挟まれて怪我をしないように十分注意してください。
・ 本製品をメンテナンスする時は、必ず主電源を抜いてから作業してください。コントローラーのON/OFF で
　行わないでください。感電の恐れがあります。
・機器の動作で異常を感じた時は主電源を抜いてから確認、又は購入店にご相談してください。

よくある質問

Q1. ポンプの寿命はどのくらいですか?
→ DC ポンプがアクアマケットに登場した時は 1 年で壊れてしまう方もいましたが、最近では私達メーカー
が驚くほど故障が少なくなっています。保証は1 年となっていますが、多くの方が数年間はトラブルなくご
使用いただけるのではないでしょうか。
また、ポンプを長持ちさせるためにも100% に近いパワーでの運転や、ON/OFF が早い設定を少しでも減
らしたほうが、ポンプへの負担は少ないかと思います。

Q2. どこに設置するのがいいですか？
→ とても難しい質問です。ウェーブポンプの役目は水槽全体に流れを発生させてサンゴや魚にきれいな水を
届けることが目的です。また循環ポンプの定流によりできてしまったゴミ溜まり等の水を循環させ、汚れを
濾過槽に運ぶ役目もあります。
レイアウト ( ライブロックの配置 ) によっても大きく異なるので、適当に設置して水流をみる、移動してみる、
パワーを調整するを繰り返してベストな場所を見つけてください。

Q3. 現在WMP5000sを使用していますが、WMP9000sを追加して連動できますか?
→ はい可能です。WiFi/ 手動どちらも複数台の連携が可能ですのでご検討ください。

Q4. インペラはどのくらいで交換すればいいですか?
→ 一般的には数年間交換は不要ですが、ポンプのパワーが弱い場合、インペラがスムーズに回転していない
場合 ( ブレながら回転 ) 等は交換してもいいかと思います。パワーが弱いと感じた場合はインペラとインペ
ラが収まっているモーターヘッド内部にカルシウムやバクテリアフィルムが付着していないか確認し、必要
に応じてメンテにンスを行ってください。

Q5. ACアダプターの動作ランプ、コントローラーは点灯していますが、ポンプは動きません。
　　 モーターヘッドの故障ですか?
→ モーターヘッドの可能性が高いのですが、AC アダプターが故障していて出力が弱いことでポンプが動作
していなこともございます。電圧テスターなどで確認することで故障箇所が特定できたりする場合もありま
すが、弊社にお送りいただき、確認させていただくほうが確実です。販売店にまずご相談ください。

Q6. 屋根付きのベランダで使用したいのですが可能ですか?
→屋根があっても室外の場合は温度変化や紫外線などでケーブルや製品の劣化がございます。その為、屋根
があっても野外での使用はできません。



保証
本製品には1 年間のメーカー保証が付帯します。
ただし、下記の場合やパーツは保証期間であっても保証の適用外となります。
故障時の保証対応や送料等の負担についてもご確認ください。

保証期間内でも保証対象外となるパーツ
・インペラ　・インペラシャフト　・インペラカバー

下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。
・使用方法の問題による商品の破損
・本製品の故障・破損・不良による生体の死亡及びその他の被害
・本製品の故障、破損・不良による本製品以外の保証（水が溢れた等の飼育水による被害含む）
・保証書がない場合
・保証書に購入日 / 購入ショップの印等がない場合
・説明書に記載されていない使用方法で使用した場合
・当社が販売した店舗以外での購入商品や中古品の保証は保証期間内でも対象外となります。
　( 有料でのパーツ・修理対応は可能です )
・保証期間外での経年劣化等による事故の損害

不良・故障時の対応・交換対応について
・保証期間中、期間外問わず不良・故障等が発生した場合は一度製品を当社にご返却いただき確認させ 
　ていただいてからの保証対応となります。
・保証期間中でもお貸出機のご用意がありません。
・保証期間外の修理等で当社にお送りいただく場合はお客様負担での発送をお願いしております。
・故障や不良時の対応にご納得いただけない場合や意見が異なる場合、当社はお客様とのご対応を販売
　店及び第三者機関に依頼する場合がございます

不良・故障時の確認費用と送料について
・弊社が輸入した商品であれば、中古品・オークション購入品であっても保証期間問わず無料で確認さ
　せていただきます。
・ 保証期間中の半年迄は、往復の送料は弊社負担 ( ヤマト運輸の発送に限り ) とさせていだきます。
　保証期間中で半年を超えた場合、弊社までの送料はお客様の元払いとさせていただきす。
保証期間の1 年を経過したいる場合、往復の送料はお客様負担となります。

サポート / 故障時について
・ ご不明点・故障時はご購入店様にお問い合わせください。
・修理やパーツ購入の場合は、本体の購入店以外でも購入できます。
・シリアル番号をご用意の上で販売店にご注文ください
・ 必ずシリアル番号が必要となります。保証は保証期間終了後も必ず保管してください
・保証書が無い場合は、コントローラーやAC アダプターに貼っているシリアル番号でも可能です。

Jebao 日本総輸入ディーラー　: LSS 研究所
PFS ポンプ発売元　: 株式会社フォルス　http://www.aqua-wasabi.jp


