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4. パッケージ内容と各部の名称
① カップカバー
② コレクションカップ
③ アウトレットキャップ
④ コレクションカップ O -リング
⑤ コレクションカップネック
⑥ サイレンサー
⑦ サイレンサーホルダー
⑧ ボディ
⑨ バブルプレート
⑩ エアーチューブ
⑪ エアインテーク
⑫ コンパクトマリンポンプ
⑬ ポンプホルダー
⑭ ボディ接続パーツ
⑮ O -リング
⑯ポンプ接続口
⑰ アウトレット
⑱ ゲートバルブ

※ISE900 の図になります。
ISE1500 はポンプが 2台の仕様
となっております。

1.はじめに
Reef OctopusシリーズはLSS Laboratoryが自信を持って販売する海水魚飼育器
具のブランドです。
Reef Octopusシリーズの開発はLSSだけでなく熱狂的な愛好家や専門店の意見、
世界に広がるLSSのネットワークによってすすめられ、企画製造されました。
長期にわたりお客様にご使用いただくため、アクリルの材質や接着にもこだわり製作
されています。水漏れなどのトラブルを避けるために水漏れテストやクラックなどの
確認検査等も実施しています。

2.特別な注意事項
本製品の使用にあたり特に大事な注意事項があります。必ず注意事項を守ってご使用
ください。

・本製品を動かすためには付属のポンプを使用します。ポンプには50hzと
　60hzがあり地域により変更が必要です。使用前にhzを確認してください。   
　火事や感電など重大な被害につながる恐れがあります。
・本製品の掃除を行うときは必ずポンプの電源を抜いてから作業してくださ
　い。濡れた手で作業すると火事や感電など重大な被害につながる恐れがあ
　ります。
・説明書を読んでも不明な点がある場合はユーザーサポート又は販売店に気
　軽に相談してください。

3.対応水量
■対応水量（ℓ）

 

商 品 名

ISE900

ISE1500

魚

900

1500

サンゴ

650

1100

ナチュラル
550

1000

付属ポンプ(IS)

EHEIMコンパクトマリン×1

EHEIMコンパクトマリン×2

Reef Octopus / ISEReef Octopus / ISE
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5.組立てと設置
4章の図（p2）を参考に組立ててください。※１
ポンプとポンプステーの取り付けは下記を参考にしてください。

本製品は内部式（インサンプ）モデルですので接着剤などで固定する必要はありませ
ん。また下図のように別売りの塩ビパイプ（ショップまたはホームセンターなどで販
売）でお客様のフィルターに合わせて配管することも可能です。ただし水面がT字パ
イプよりも上に配管することはできないので注意してください。

P

水槽から

水槽へ

生物ろ材

 

排水パイプは水の中に入っても問題は
ありませんが、あまり長くすると水圧
がかかり本体内の水位が上昇しゴミが
取れにくくなる場合があります

横にあまり長くすると排水の効率が悪
くなり❸同様に水位が上昇してしま
う場合があります

×

△

❶ ❷

❸ ❹

本製品の排水パイプ適合一覧表

水 面

水 面

水 面

水 面

10cm以上

一般的な設置は下図のようになります。
スキマーの排水口から細かい泡が濾過槽内にもれることがあります。その泡が水槽
とろ過槽を循環させるポンプに多く入ってしまう場合は排水口にトラップを設ける
などしてください。

1）図のように部
品をセットしま
す。

2）上部のパーツに
少し空間ができるよ
うにネジをゆるめま
す。

3）横からＥＨコ
ンパクトマリン
をセットします。

4）ポンプがセット
できたら２）でゆる
めたネジをしっかり
と固定します。

   モデル 塩ビ管径

ISE900 30Ф

ISE1500 40Ф
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最低2週間に一度くらいの割合で掃除をしてください。その際、ぬるま湯とやわらか
い布のようなもので掃除すると良いでしょう。洗剤やコンパウンドの入ったスポンジ
や洗剤は避けてください。

バブルストッパー ISを排水口の立ち上がりパイプにジョイン
トさせることで排水からもれる微細な泡をカットすることがで
きます。
この商品はウールマット素材ですのでベルリンシステムでウー
ルボックスの無いお客様や簡単にベルリンシステムで飼育を始
めたいお客様にも最適です。
簡単に交換ができるように設計されておりウールマットの交換
品もリーズナブルな価格です。
また、ウールマットの中にリン酸吸着剤や、活性炭なども一緒
に入れて使用することもできます。
 

コントロールバルブ コントロールバルブをまわすことでAの面積が変化します。
Aの面積が広くなると排水量は増え本体内部の水位は下がり、Aの面
積が減ると水位は上昇します。

A

寸法・仕様は定期的に見直しされ数値が異なる場合がございます。
ご了承ください。

本製品の不具合や、より便利な使用方法など製品に関しての更新情報を
ホームページにて公開しております。定期的にご確認ください。

www.e-lss.jp

8.使用上の注意と保証
説明書にある特別な注意事項を必ず守って使用してください。特にポンプ（電気）に
よる事故を避けるためにポンプの箱に同封されている説明書をお読みください。
アクリル製品は熱や光に弱いため水槽用のクーラー熱や直射日光による本体のクラ
ック症状などが発生しない場所に設置してください。

本製品には1年間メーカー保証がありますが下記は保証の対象外です。

・パッキンやポンプのインペラなどの消耗部分
・使用経過による商品の破損
・本製品の故障による生体の死亡及びその他の被害
・本製品の故障、破損による本製品以外の保証（水漏れ含む）
・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
・人から譲り受けた場合

7.トラブル例
○泡が多く発生してしまう
一部の水質調整剤（粘膜保護剤）や添加剤を使用すると大量の泡が発生する場合
があります。この場合は数回水替えをする以外対処法はありません。

○コレクションカップに色のうすいゴミしかとれない
メインボディ内の水位が高すぎる可能性があります。コントロールパイプで水位
を少し下げてみてください。

便利なオプションパーツ
Reef Octopus / ISEReef Octopus / ISE

A
B

コレクションカップの取り外し方法

Ｂを中指・人差指で固定しＡを親指で上
に持ち上げると外れます。

6.使用方法とメンテナンス
運転当初は泡が荒く、ゴミはなかなかとれません。（泡がパチパチと割れるように見
えます）。そのまま1日から3日間程度同じ状態が続くことがありますが、ライブロッ
クや汚れがあれば泡は次第に粘性をもち、汚れた黒～茶褐色のゴミがカップに取れて
くるでしょう。
粘性を持った泡がなかなかあがらない場合はコントロールバルブをまわしてスキマ
ー内の水位を変化させることでも調整ができます。（下図参照）
当初注意しなくてはならないことは、設置してから直ぐにスキマーは働かないという
ことです。
設定が正しいか不安なときは販売店に相談いただくか、当社ホームページにて泡の状
態を公開していますので参考にしてください。
｠
日常のメンテナンスは定期的にコレクションカップに溜まったゴミを取り除いてく
ださい。特にコレクションカップの内側のパイプ部分がきれいな方がより多くのゴミ
をとることができます。

｠
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マルチフィルターＰＲＯ2ndリアクター

オーバーフローBox ウォーターBox

フォス&メディアリアクター

新商品が続々

発売予定です。

www.e-lss.jp
にて最新情報を

チェックできます。

PMシリーズ

ナイトレートリアクターカルシウムリアクター
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