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はじめに

Red Sea REEFER™ Skimmer（レッドシー・リーファースキマー）をご購入頂き、
誠にありがとうございます。

リーファースキマーは画期的な機能と高い性能特性を融合させたスキマー
で、稼働音も静かな上、簡単にご使用頂けます。

このスキマーを最大限にご活用頂くために、本マニュアルに記載された指示
や注意事項をお守りください。

この製品の設置や操作についてご不明な点がございましたら、ご購入店もし
くは弊社ウェブサイトのお問い合わせのページよりご連絡ください。
リーフィングをお楽しみ頂けるよう願っています。

Red Sea チーム一同
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プロテインスキミングについて
プロテインスキミング（または泡沫分離）は、水から物質を除去する物理処
理であるため、精密な物理ろ過の一種と考えることができます。物理フィル
ターが食べ残しの餌など大型の粒子を除去する一方、プロテインスキマーは
浮遊または溶存した有機性汚染物質や目に見えない粒子を水槽内の水から除
去します。
プロテインスキミングの利点は、汚染物質を水の流れから分離し、継続的に
除去できることです。汚物は気泡を漂いカップに収集されるので、飼育水に
再び戻る事はありません。一方、通常の物理フィルターに収集された汚物は
水流と接触したままです。したがって物理フィルターは必ず定期的に清掃す
る必要があり、それを行わないと、収集した汚物をバクテリアが有害な溶存
有機物に分解してしまいます。
リーフアクアリウムを上手に維持するには、定期的に清掃された物理フィル
ターと効率の高いプロテインスキマーを、水処理の第１・第２段階に利用す
ることが必要です。

プロテインスキミングが重要な理由？
プロテインスキミングは、飼育水に含まれる溶存有機物質量を減らす上で、
重要な役割を担います。この溶存有機物質は、水槽内の生物が生成したタン
パク質の残存物やその他の汚物で構成されています。
これらは水槽内の生物にとって潜在的に有害な成分に分解されるため、迅速
に除去することが重要です。

溶存汚染物質を効率的に除去することにより、以下の効果が得られます：
• 溶存有機炭素、窒素成分（アンモニア、亜硝酸、硝酸）、リン酸を含む有

害な有機化合物の蓄積を抑制します。
• バクテリアの成長または繁殖には溶存有機物質が必要なため、有害な浮遊

バクテリアの量を減少させます。

• ORP（酸化還元電位）と溶存酸素濃度が向上します。
• 粘着質な藻類（シアノバクテリア、藍藻）の成長を抑止します。これらの

原始藻の主な食物源(溶存有機物、硝酸およびリン酸)を非常に低い濃度に
保ちます。

REEFER™ Skimmersの対応水量
リーファースキマーは、水から汚濁物を効率的に取り除くために必要となる
水の通過量や水と空気の混合比率、接触時間などを定義したREEF-SPEC®に基
づいて対応水量が決められています。リーファースキマーにはSicce社のPSKポ
ンプが採用されています。仕様となる空気と水の流量は、PSKポンプをリーフ
ァースキマーで使用した時に実際に計測された値です。

モデル RSK-300 RSK-600 RSK-900
SPS水槽 (L) 300 600 900

ミックスドリーフ水槽 (L) 600 1200 1800

魚のみの水槽 (L) 900 1800 2700

ポンプ (Sicce) PSK-600 PSK-1000 PSK-1200

空気流量 (L/h) 500 750 900

水流量 (L/h) 1000 1500 2000

高さ 53cm 56cm 59cm

推奨水位 16-20cm 18-20cm 20-24cm
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REEFER™ Skimmersの特徴

泡の調整がしやすい
フォームビュー™

ウィンドウ

効果的な空気吸入
サイレンサー

1mのホースが
付属したドレイン
ポート

目盛りの付いた
カップで廃液の
生成を管理可能

振動を吸収する
接続パーツと
フットパーツ

ネッククリーナー
内蔵

流体力学に基づいた
高効率ディフュージョン
チャンバー

大容量のリアクション
チャンバーにより、
理想的な空気と水の
接触時間を確保

Sicce PSK 
スキマーポンプ

メンテナンス時に便利な
クリップ式ポンプ
ホルダー

精密なギアー式
調節バルブ

サンプに合わせて
給水口と調整バルブの位置を3つの
組み合わせから選択可能

ユニークな特徴
プロテインスキマーのネック部分では、空気と水の混合水が密集し、徐々に安定し
た泡へと変化します。
コレクションカップ正面に装備されたフォームビューウインドウ™により、スキマー
のネック内の泡の生成をクリアーに見ることができるので、お好みの泡の状態に
簡単に調整ができます。
定期的に清掃を行わなかった場合、時間と共にネックの内側に有機汚物が厚い層
となって蓄積し、泡の生成を30-40％減少させます。
リーファースキマーに内蔵された手動式ネッククリーニングシステムは、蓄積した
汚れを簡単かつ効果的にネックから削り落とすことができます。リアクションチャ
ンバーの上部に削り落とされた汚れは、直ちに押し上げられ、コレクションカップ
へと流れ込みます。
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安全についての注意事項

以下の安全についての注意をよく読み、
遵守してください。
危険：感電の危険を避けるため、水を張った水槽でのお取り扱いに特にご注意く
ださい。万一、器具の修理等の必要が生じた場合は、ご自身で行うことは避け、お
買い求めの販売店または弊社までご連絡下さい。

警告：使用上における怪我などを避けるため、次の事項をはじめとする以下の基
本的な安全に関する注意事項を遵守して下さい。

a. コードまたはプラグが破損した場合、または正常に動作しない場合、あるい
は落としたり何らかの形で損傷したりした場合は装置を作動させないでくだ
さい。

b. 電源プラグやコンセントが濡れないように厳重に注意してください。コンセン
ト、またはプラグに水が滴らないように、スキマーをコンセントが付いている
壁と離して設置してください。コンセントに接続している水槽器具のすべての
コードに、図に示す「ドリップループ」を施してください。「ドリップループ」と
は、コンセントまたはコネクターの位置よりも下にあるコードの部分のことで
す。水がコードを伝わってコンセントに接触するのを防ぐためのもので、必要
に応じて延長コードを使ってください。

c. プラグやコンセントが濡れてしまった場合はプラグやコードに触れず、その器
具に電源を供給するヒューズまたはブレーカーの接続を切ってください。その
後、装置のプラグを抜き、コンセントの状態をチェックします。

d. お子様の横で器具をご使用になる場合、またはお子様が近くにいる場合は目
を離さないようご注意ください。

e. ケガをしないよう、作動中の部品には触らないでください。

f. 使用していない器具の場合、または部品の脱着および清掃の際には、必ずコ

ンセントから器具の電源コードを抜いてください。プラグをコンセントから抜
く際は、コードを引っ張ったりしないでください。必ずプラグをつかんで抜い
てください。

g. 正規用途以外に器具を使用しないでください。弊社が推奨または販売してい
ない付属品の使用は、危険を招く原因となる場合があります。

h. 外気に直接触れるところや、温度が0℃以下になるところへの器具の設置・保
管は避けてください。

i. 器具がしっかり取り付けられているか、使用前にご確認ください。

j. すべての重要なお知らせをよく読み、順守してください。

k. 延長コードが必要な場合、正しい定格のコードを使用してください。

この説明書を保管しておいて下さい。

ドリップループ
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REEFER™ Skimmer 部品図
部品記号 部品名

REEFER™ 
Skimmer 300

R50503

REEFER™ 
Skimmer 600

R50506

REEFER™ 
Skimmer 900

R50509
量

A
コレクション　
カップ＆蓋 R50523 R50533 R50543 1

B
ワイパー＆　　
ブレード R50527 R50537 R50547 1

C
汚水チューブ＆
バルブ R50564 R50564 R50564 1

D ボディ R50524 R50534 R50544 1

E サイレンサー R50560 R50560 R50560 1

F
スクリュー
パック R50567 R50567 R50567 9

G
ベンチュリー　
チューブ R50563 R50563 R50563 1

H ベンチュリー R50528 R50538 R50548 1

J ディフューザー R50526 R50536 R50546 1

K ポンプ R50520 R50530 R50540 1

L ベース R50525 R50535 R50545 1

M ラバーパック R50566 R50566 R50566 1

N ポンプホルダー R50561 R50561 R50561 1
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組み立て
全ての内容物を梱包材から取り出し、ご確認ください。 
注意：輸送目的のため、梱包時のスキマーボディは特定のポジションに組み立ら

れています。

配置＆向き：
リーファースキマーは、レギュレーター（調節バルブ）に対してベンチュリーポンプ
の吸水口の位置を3通り（左/反対側/右）に配置できるよう設計されています。よっ
て、サンプのレイアウトに合わせてスキマーのカスタマイズが可能となります。ベ
ンチュリーの吸水口の手前は、流れを遮らぬよう最低2.5㎝の隙間が必要です。ま
た、清掃時に着脱ができるようコレクションカップの上部にも2.5㎝の空間が必要

となります。コレクションカップは自由に回転させられます。よって、フォームビュー
ウインドウはスキマーの調整が行い易いよう、お好みの向きにセットできます。

スクリューを回してスキマーボディをベースから取り外します。必要な場合、ご希望
のポンプ吸水口の配置に合わせて、ポンプホルダーを再配置してください。ベース
をひっくり返し、ラバーフットを正しい位置にしっかりと押し込みます。
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スキマーレギュレーター‐レギュレーターをマイナス（－）の方向に回転させるこ
とで、ベースにある開口部が広がり泡の生成ポイントが引き下げられ、ドライな泡
が生成されます。また、プラス（＋）の方向に回転させることにより、ベースの開口
部が狭まり、泡の生成ポイントが引き上げられ、ウェットな泡が生成されます。
スキマーポンプはカルシウムや他の固着物を取り除くために定期的に清掃する
必要があります。よって、スキマーを初めて組み立てる際に、ポンプの分解と組み
立てを行って構造を理解することをお勧めします。ポンプをポンプホルダーに取り
付ける前に、ゴム製の防振パッドが正しい位置に取り付けられていることをお確
かめください。

ケーブル留めをベースから取り外します。
ポンプのケーブルをポンプの周りを這わし、ベースにあるケーブル溝に差し
込みます。

ケーブル留めを元の位置に取り付けます。
注意：ケーブル留めの不使用はスキマーの調整に
影響を及ぼします。

バブルディフュージョンチャンバーを分解し、一時的
にポンプの上に配置します。必要な場合、ベースにあるレギュレーターの排水
口の真上になるようリターンフロープラグを再配置します（ディフューザーを
ポンプに取り付ける前にこの作業を行った方が簡単です）。ディフューザーを

ポンプに付属のナットで固定し、ディフューザープレートを中心部のスクリューで取
り付けます。ディフューザーがベースの中心に位置していることをご確認ください。
ラバーコネクターをポンプの吸水口に取り付けます。
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内部の部品を全て組み立て終えたら、スキマーボディをベースに乗せます。この
時、ボディの穴がポンプの吸水口と揃うようにしてください。
付属の4本のスクリューを使い、ボディをしっかりと固定してください。

手動式ネッククリーナー
手動式ネッククリーナーの構造を理解するために、組み立てと
分解を試みてください。
クリーナを操作するには、コレクションカップの蓋の凹みで作ら
れているハンドルを回します。時計回りまたは反時計回りどちら
でも構いません。 水に濡れていない時には硬くて回しづらいで
すが、通常の使用時には簡単に回転します。
蓋とワイパーは一つの部品として、ネックと平行方向に引っ張り
上げることで取り外せます。
ネック部分は円柱状のため、蓋＆ワイパーをカップに差し込む
際には若干力を加える必要がある場合もございます。

ワイパーはスナップコネクター（クリップ式）で蓋のハンドルに
固定されており、清掃の際に取り外すことができます。さらにワ
イパーブレード（黒いゴム）もまた、清掃や交換のために取り外
せるようになっています。

リーファースキマーには、エルボーコネクターとしっかりと栓が
できるバルブ付きのドレインチューブ（汚水チューブ）が付属し
ています。エルボーコネクターをコレクションカップの底にある
排水口に接続します。溜まった汚水を定期的に捨てる際に便利
なように、チューブの先をサンプの手前に取り出し易いようエ
ルボーの向きを調整します。

Oリングが所定の位置にあることを確認し、コレクションカップをスキマーボディ
のネック部分に押し付け固定します。Oリングを濡らすかシリコンオイルを塗ると
より簡単に行えます。
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Click

ベンチュリーをスキマーボディ上のラバーOリングに
ひねりながら押し込みます。さらに、ポンプの吸水口に
先程取り付けておいたラバーコネクターの中に差し
込んで接続します。十分に差し込んだ際、ベンチュリー
のエアインレット（エアーチューブを差し込む管）が上
向きになっていることをお確かめください（この作業
はベンチュリーの表面を水で濡らした方がやり易いで
す。グリスやオイル類は使用しないでください）。
サイレンサーのインレットにエアーチューブを取り付
けます。この際、サイレンサーのドレインポートのプラ
グのループが所定の位置にあり、プラグが正しくドレ
インポートに差し込まれているかお確かめください。
サイレンサーをスキマーのネックにあるホルダーにカ
チッと差し込み、エアーチューブのもう片方をベンチュ
リーのエアインレットに取り付けます。

設置：
お疲れ様でした。リーファースキマーの組み立てが完了し、サンプに設置する準備
が整いました。

• ポンプのスイッチを入れる前に、次のスキミングおよび調節に関する章をお
読みください。

• スキマーをサンプに設置する前に、レギュレーターをマイナス方向にフルに回
転させてください。これによりベースの排水口が広がるので、水をスキマーボ
ディへ入れ易くなり、空気溜まりで浮いてしまうのを防ぎます。また、スタート時
のオーバースキミングも防止することもできます。

• ラバーフットはスキマーの底をサンプの底から13㎜の高さに保ちます。よっ
て、電源ケーブルをスキマーの下に安全に配置することができ、ケーブルの管
理にも便利です。

• ポンプの電源プラグには、設置時またはメンテナンス時にも、水が付着しない

ようご注意ください。
• ベンチュリーの吸水口の手前に最低2.5㎝の隙間があり、水の流れを遮るもの

がないかお確かめください。
• サンプのスキマー区画内の水位がお手持ちのモデルに適正であるかをチェッ

クしてください。
• 最大限の効果を得るために、スキマー区画内の水位は一定の高さになるよう

維持してください。これは通常、サンプに自動給水装置を装備することで解決
します。

• コレクションカップの頭上に最低2.5㎝のスペースが有ることをお確かめくだ
さい。清掃時などカップを取り外す際に必要となります。

• サンプの正面にドレインチューブのバルブを置いておくのに便利な場所を探
します。

• コレクションカップを回転させ、フォームビューウインドウが良く見える位置に
調整します。

リーファースキマーの操作
スキマーは飼育水よりプロテイン（タンパク質）の泡を生成します。プロテインを表
面に吸着した気泡はスキマーのネックに集められ、固まりながらネックを上りコレ
クションカップに流れ出ます。泡の生成は飼育水中の有機物の濃度に関連するた
め常に変化します。ネックのフォームポイント（泡と水の境目）の調節は、余計な海
水を取ることなく効率良くプロテインを除去するために必要です。 

リーファースキマーには精密なギア式のスキムレギュレーターが装備されてお
り、高いスキミング効率を実現するためのフォームポイントの細かな調節が可能
です。レギュレーターをマイナス方向に回転させることで、ネックのフォームポイン
トを下げ、より乾き気味の泡を生成できます。プラス方向に回転させるとフォーム
ポイントが上がり、より湿り気味の泡を生成します。
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スキマー内の水がネックの底付近になるようにレギュレーターを調節します。も
し、泡が極端に乾き気味かネックの下部分に汚れの蓄積が始まったら、お好みの
泡の状態になるまで、レギュレーターを徐々にプラス方向に回転させます。反対に
泡が湿り過ぎの場合、マイナスの方向にレギュレーターを回転させます。

新規に立ち上げた水槽は、飼育水中の有機物が極わずかなので、汚水の生成に時
間がかかる場合がございます。

新しいスキマーは効果的に機能するまで数日間の慣らし期間が必要な場合もござ
います。また、オーバースキミング（気泡混じりの水がコレクションカップに溢れ出
しコントロール不能）は、無害な化学残留物が水の張力に影響を与えることで起
き、立ち上げ時によく見られます。オーバースキミングが起きた場合には、レギュ
レーターをマイナス方向へいっぱいに回し、オーバースキミングが自然に収まる
のを待ちます。

給餌と添加剤投与
スキマーは、定期的に与えられる餌や添加剤などの表面活性化学物にとても影響
を受けます。これらの物質は泡の生成に顕著に影響を与え、時にはオーバースキ
ミングを引き起こす場合もあります。この場合、原因となる物を投与する前にスキ
マーのスイッチを切り30分間止めたままにしておくか、レギュレーターの再調整を
行わずに泡の生成具合が通常に戻るまでしばらく待機します。

メンテナンス

コレクションカップ
コレクションカップに溜まった汚水の量を監視し定期的に捨てます。ネッククリー
ナーを毎日使用することによりスキマーの能力は保たれるので、コレクションカッ
プ外して行うカップとワイパーの清掃は7-10日毎で構いません。洗剤を用いて洗
った場合は良く洗い流し、化学成分が残っていないことをご確認ください。

スキマー＆インペラー
時間の経過と共に、ミネラルと有機物の固着物がポンプの内側に形成され、ポン
プの能力と寿命に影響を与えます。効果的にご使用頂くために、1か月毎にポンプ
をスキマーから取り外して清掃を行うことをお勧めします。

ポンプのインペラーチャンバー（インペラーが入っている場所）を開き、イ
ンペラーを取り出して水道水で全ての部品を洗い流します。
もし、ポンプの内側またはインペラーマグネット上に固着物が蓄積している
場合は、お湯、酢、または水垢除去剤を使用して溶かして除去します。ポン
プ再組み立ての際は、洗剤が残らないよう十分に洗い流して下さい。
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トラブルシューティング
Q. スキマー内の気泡が大きすぎます。
A. スキマーを使用している海水の塩分濃度が適正であるかご確認ください。淡水
ではプロテインスキマーを使って効率的にスキミングが行われません。

Q. スキマーは新しい（または掃除をしたばかり）ですがスキミングをしていない
ようです。
A.  スキマーが新品の場合は、淡水で洗浄した後お湯で全体を洗い流して下さ
い。48時間スキマーを作動させ、生産過程中に付着した無害性の残留物を除去し
ます。 こういった残留物はアクアリウムには安全なものですが、泡を生成する能力
を数日間低下させます。

Q. 水槽内が超微細の気泡や空気のもやで一杯です。
A. 全てのスキマーは幾らかの気泡をサンプに放出します。よって、スキマー区画と
ポンプ区画の間に泡消しスポンジを設置することをお勧めします。スキマーが新
品の場合は、スキマーが落ち着くまで数日間必要となります。
ヒント：水質調整剤を使用した水道水や天然海水で使用すると超微細の気泡が
大量発生する場合があります。多くの水質調整剤や不純物が混入した天然海水で
は水の表面張力が上がり、一部の泡がスキマーチャンバーから出て行きます。

Q. スキマーが水分の多いゆるい泡を大量に生成しています。
A. レギュレーターをマイナスの方向に回し、フォームポイントを下げて乾き気味
の泡が生成されるよう調節します。
ヒント：水分の多いゆるい泡が過剰に生成される状況はオーバースキミングとも
呼ばれます。スキマーで除去する必要がある化学物質の存在を示しています。多
くの水質調整剤や不純物が混入した天然海水では水の表面張力が上がり、オー
バースキミングの原因となります
ヒント：天然海水を使用している場合、現在の海水の多くにはフェノール、炭水化

物、油などの微量の汚染物質が含まれていることが多いため、リーフ アクアリウム
の使用にお勧めしません。また、人工海水の溶解にはＲＯ水の使用を強く推奨し
ますが、水道水を使用する場合には水質調整剤や塩素除去剤を添加しないで下
さい。その代わりに、水を水槽に注入する前に24時間攪拌し、塩素が自然に消散す
るように処理します。

Q. スキマーの気泡の量が減っています。
A. サイレンサー、エアーチューブまたはベンチュリーが詰まっていないか確かめ
ます。解決しない場合はスキマーのポンプを清掃します。

Q. スキマーの調整が上手くいきません。
A. サンプのスキマー区画の水位が推奨された高さであるかチェックします。水位
を12㎜の範囲内で上下させ調節してください。スキマーの底の排水口が詰まって
いないかお確かめください。スキマーのポンプを清掃してください。

Q. ポンプからカタカタ音が聞こえます。
A. ポンプを清掃し、インペラーに損傷が無いか確かめてください。

Q. スキマーからゴボゴボと音がする。
A. サイレンサー内に水が詰まっている可能性があります。サイレンサーのドレイン
プラグを抜き、溜まった水を抜き取ります。プラグの付け忘れにご注意ください。
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製品保証
レッドシー製品の限定保証
この限定保証では、ご使用の製品について、Red Sea Fish Pharm Ltd (RedSea) が
製品の保証を行うことを宣言します。これ以外はRedSeaからのいかなる明示的ま
たは暗示的保証もありません。
RedSeaでは当初購入日から12ヶ月の期間について、材料および仕上がりの欠陥に
対してご購入製品に保証を与えるものであり、新品部品または部品交換により無
料で(輸送料別途)この製品を修理致します。
保証期間中または保証期間後、本製品に問題が生じた場合は、購入された小売店
または弊社にご連絡下さい。この保証は購入者本人以外には適用されません。保
証行為の実行には購入日を証明するものが必要です。
この保証は、正規使用中に発生した材料または仕上がりの欠陥による故障だけが
対象となります。使用上に影響のない細かな傷や欠損に関しては保証の対象外で
す。出荷中に発生した損傷、または誤用、乱用、不注意、不適切な設置方法、あるい
は別用途での使用、構造変更により発生した故障は対象とはなりません。
本製品の使用による生体の死亡等には一切の保証は行いません。インペラーなど
の消耗品に関しては、初期不良を除き保証の対象外です。
RedSeaは、この製品の使用の結果発生した偶発的、間接的損害、またはこの保証
の侵害により発生した偶発的、間接的損害には責任を負いません。販売性および
特定用途への適合性の保証を含め、すべての明示的および暗示的保証は、上記該
当保証期間に限定されます。
これらの文言は、お客様の法的権利に影響を及ぼすものではありません。
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Red Sea Europe

655 Rue des Frères  
Lumière 27130 Verneuil 
d’Avre et d’Iton, France  
Tel: (33) 2 32 37 71 37 
support.fr@redseafish.com

Germany & Austria

Red Sea Deutschland 

Büro Deutschland 
Prinzenallee 7 (Prinzenpark) 
40549 Düsseldorf 
support.de@redseafish.com

UK & Ireland 

Red Sea Aquatics (UK) Ltd

PO Box 1237 
Cheddar, BS279AG 
uk.info@redseafish.com

Red Sea U.S.A

4687 World Houston 
Parkway #150 Houston, 
TX 77032, U.S.A 
support.usa@redseafish.com

China

Red Sea Aquatics (GZ) Ltd 
Block A3, No.33 Hongmian Road, 
Xinhua Industrial Park, Huadu 
District, Guangzhou City, China, 
Postal code 510800. 
Tel: +86-020-6625 3828 
info.china@redseafish.com

株式会社エムエムシー企画
レッドシー事業部
〒174-0063
東京都板橋区前野町6-29-4
info@mmcplanning.com


