
総水量1800ℓの大型水槽でアマゾンを再現する
エーハイム バイオパワーのシステムアップ

2010年12月中旬に発売しましたエーハイム バイオパワーやエーハイム サブストラット
プロ、エーハイムトーフペレット、エーハイム 4in1、エーハイム スラッジエクストラクター
を使用したアマゾン水槽（アクアショップes様作成）をご紹介します。

アクアショップes様は、ディスカスを中心に扱うプロショップです。一般魚や器具を販売する明るい店内ス
ペースと薄暗く落ち着いた雰囲気のディスカスコーナーの間仕切りとして２ｍ４０ｃｍの大型水槽を設置し
ています。この大型水槽に隣接するディスカス・ゲストルームから眺める大型水槽には、ディスカス愛好家
をも魅了するアマゾンが再現されています。エーハイム トーフペレットによりセピア色に色付けされた飼育
水に大型流木を配置して、アマゾン風の真っ白な底砂を敷き、ワイルドディスカス、ワイルドアルタムエン
ゼル、ワイルドカラシン、ワイルドブッシープレコ、ワイルドコリドラスなどを混泳させています。
大型水槽といえば「管理が大変そうだ」と思われがちですが、優れた飼育アイテムを使用することで、水
換えなど大きなメンテナンスは数カ月に一度行う程度で美しい水景を維持しています。

ディスカスコーナーより器具販売コーナーを見る

ワイルドディスカス、ワイルドアルタムエンゼル、ワイルドカラシン
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良い水槽環境の命とも言えるろ過槽には、エーハイム サブストラット
プロを７０ℓ使用しています。多孔質構造でバクテリアの着生面積
も広く、優れたろ過能力を持っています。優れた点は着生面積だけ
ではなく、ろ材に開いた孔は、ろ過バクテリアが着生して働くのに
適した孔径で作られています。ろ材からは、バクテリアの死骸など
のゴミが発生しますが、リング状のろ材はチューブ内部にゴミが溜
まりやすく掃除も大変ですが、サブストラットプロは球状なのでゴミ
が溜まりにくく掃除も簡単です。優れたろ材とは「ろ過能力が高く、
その能力を長期間持続する」ろ材であり、サブストラットプロを選択
しています。

◀70ℓのサブストラットプロを使用したメインろ過槽、
　ネットに入っているのはエーハイム トーフペレットとリン酸除去剤、
　ろ過槽上にはエーハイム スラッジエクストラクター

エーハイム サブストラットプロ

アマゾン水槽を再現するには、アマゾン川のようブラックウォーターが
似合います。１８００ℓの水槽ともなれば、軟水化するのが遅いのでＰＨ
調整だけではなく、硬度の調整も必要になります。そこで、トーフペレット
を使用して、軟水処理とブラックウォーター化をしています。

エーハイム トーフペレット

リン酸やケイ酸は、コケ発生の原因となり、大型水槽ともなればコケ掃除は大変な
ので、コケ対策が必要です。毎日の給餌などから飼育水に蓄積するリン酸を除去
することでコケの栄養分を取り除きコケ防止すると共に、急激なＰＨダウンを防ぎ、
安定した飼育水を維持します。

エーハイム リン酸除去剤

この電動掃除機は、水槽掃除には欠かせないアイテムです。アマゾン川のブラックウォーター水
域の川底は、小粒の白い砂なので、この水槽にもアマゾンを再現するために真っ白な底砂を入
れてあります。白い砂なので、黒い糞は目立ちます。砂の上に糞などのゴミがあるのは自然なこ
とと思えば、それほど気にならないのですが、それでも閉鎖された水槽環境では、定期的な掃除
が必要です。砂を取らずに糞だけ取り除くために、以前は排水しながら糞取りをしていました。
排水すれば、給水しなければなりません。しかし、この電動掃除機は、掃除機本体を水中に入れ
ることができて、電源をオンにすれば、糞などの固形物質だけを本体内部にキャッチして取り除
けます。飼育水を抜かずにゴミを取り除けるので、掃除後に水槽への給水も必要ありません。使
用している白い砂は、パウダー状の小粒なので糞と一緒に少々は吸い込んでしまいますが、観賞
魚水槽で通常使用する大磯砂などなら砂を吸い込むことはなくゴミだけ取り除けます。ディスカ
ス水槽などは、底砂を入れないベアタンクが主流ですが、飼育水を抜かないで簡単に糞取りが
できるので、「気になった時に、いつでも糞取りができる」と大好評です。

エーハイム スラッジエクストラクター

5ℓ箱

◀6個入り

▲3個入り

5ℓバッグ1ℓ

付属品
（専用ネット・止具）
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魚が病気になる主な原因は、魚が感じるストレスです。ストレス軽減
することは、病気を未然に防ぐことにつながります。魚は体表を粘液
で守っていますが、この粘液の分泌が多くなると、いろいろな病気に
なってしまいます。粘液分泌過多は、水質悪化はもちろんですが、そ
の多くは水換えによるストレスです。フォーインワンには中和剤も含
まれていますが、体表の粘膜保護が水換えによるストレスを軽減しま
す。フォーインワンは、粘液分泌過多によるバクテリアの攻撃を未然
に防ぐだけではなく、水換えによる飼育水の生態系のズレで発生す
る水中の余分なバクテリアも植物性ポリマー成分の白のにごり除去
剤で取り除き、魚のストレスを軽減させます。水換え時には欠かせな
いアイテムです。

エーハイム フォーインワン

安定したろ過により、良い水質を維持できれば、水換え頻度は遅くなります。この水槽
では、ＰＨや硝酸塩などを測定しながら約６ヵ月間水換えを行いませんでした。しかし、
日々消費されていく必須ミネラルを補給しなければなりません。魚のミネラル、ビタミン
不足を、バイオケアを定期的に添加することで防いでいます。

エーハイム バイオケア

魚にはバランスの良い給餌が大切です。ディスカスの場合は、ディスカスハ
ンバーグや赤虫を始め、リッチクランブルは欠かせません。バランス良くミネ
ラルやビタミンがバランス配合されているため、不自然な色揚げではなく、
魚が持つ自然な発色を引き出して、美しく仕上げます。

エーハイム リッチクランブル

メインろ過には、サブストラットプロを７０ℓ使用しているので不足はありませんが、バイオパワーは別の用途で使いた
い時に便利なアイテムです。必要に応じてフィルターケースを増やすことができ、使用するろ材もサブストラットプロ、
リン酸除去剤、などを組み合わせて使用することもできる優れた水中フィルターです。
別売の3種類のスポンジ（スポンジフィルター、活性炭スポンジフィルター、リン酸除去スポンジフィルター）トーフペレ
ット等を目的に応じて使用できます。例えば、ディスカスにはトーフペレット、アフリカンではサンゴ礫、コケに悩んでいる
場合はリン酸除去スポンジフィルター、カメには活性炭スポンジフィルター等です。単なるフィルター（ろ過器）ではな
く水質調整に使用できるフィルターです。

エーハイム バイオパワーとシステムアップ

◀エーハイム 4in1 500㎖と5ℓ、
　エーハイム リッチクランブル、
　エーハイム リン酸除去剤等を
　キャスターに整理

エーハイム バイオパワーに▶
フィルターケースを追加して使用

100mℓ
入り

250mℓ
入り

500mℓ
入り5ℓ入り

250mℓ
入り5ℓ入り

400g入り 100g入り
リッチクランブル
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③ 吸水ケース用スポンジフィルターを目的により変えられます。

吸水ケース用スポンジフィルター（２個入）
2618080

水中の大きなゴミの吸着除去

吸水ケース用活性炭スポンジフィルター（２個入）
2628080

濁り、悪臭を吸着して水を透明にします

吸水ケース用リン酸除去スポンジフィルター（２個入）
2638080

リン酸、ケイ酸を吸着してコケの発生を抑えます

付属 別売別売

＜淡水・海水両用＞＜淡水・海水両用＞淡水／海水

交換時期

魚病薬の使用
組み合わせ

＜淡水・海水両用＞

2～3回の洗浄もしくは約6ヶ月のどちらか
早い方で交換して下さい。

約2週間に1回または、目詰まりにより流量が
低下した時や、にごりがひどい時に交換して
ください。
魚病薬を使用する場合は、成分を吸着する場合がありますので、使用前に取り出してください。

おおよそ2ヵ月に１度交換してください。リン酸
の濃度が高い場合は1ヶ月程度で交換となり
ます。

3種類のスポンジはどのように組み合わせてもそれぞれの効果は変わりなく発揮されます。

・ペーハー（pH）を変動させないで作用します。
・エビ、カニ、サンゴ等の飼育水槽にも使用できます。
・一度吸着したリン酸・ケイ酸を放出しません。
・水量約50ℓ以下の水槽（おおよそ60㎝水槽）ではリン酸除去スポンジを1個でご使用く
ださい。（リン酸が大量に水中に存在する場合、急激なリン酸吸着除去をしてしまうと生体
にショックを与えて、場合によっては死亡する場合もあります。）

リン酸除去 スポンジフィルター 特記事項

製品名
エーハイムコード
目的/効果

フィルター外観とパッケージ

バイオパワー 2411
約96㎜（直径）×215㎜（高さ）

バイオパワー 2412
約96㎜（直径）×270㎜（高さ）

バイオパワー 2413
約96㎜（直径）×325㎜（高さ）バイオパワー2412

▼上下に動かす場合（側面より）

球状のポンプヘッドが
ポンプホルダーに支え
られて上下左右に稼動
します。

② 選べる排水口（付属のエアーディフューザー，シャワーパイプの利用）

水槽内にゆるやかな流れをつくる

  

9㎝

何も付けないで

エアーディフューザーを付けて（付属）

シャワーパイプを付けて（付属）

① 上下、左右に動かすことが可能なポンプヘッド/排水口→
排水方向を自由に変えられます

▼左右に動かす場合（上面より）

特　徴

水槽内に流れをつくる

空気/酸素を水中に吹きこむ

96㎜

270
㎜

レ
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ッ
ト
プ
ロ

ス
ポ
ン
ジ
フ
ィ
ル
タ
ー

吸
水
ケ
ー
ス
用
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ポンプフォルダー

⑥ フィルターケースの取り外しもワンプッシュでOK

目印は赤 かんたんに外れます。

製品名

エーハイムコード
流量（可変式）
最大楊程
定格電圧
消費電力
本体寸法（㎜）
適用
ろ過槽
サブストラットプロ レギュラーの量
フィルターケース

付属ろ材

AC100V

約96（直径）×215（高さ）
淡水・海水両用
380㎖

約150㎖×1袋
１個＋吸水ケース１個

吸水ケース用スポンジフィルター（1個）
スポンジフィルター（1個）

サブストラットプロ レギュラー（約150㎖×1袋）

2411300
225～660ℓ/h
0.43m

5.3W

2411420
270～640ℓ/h
0.46m

4.8W

2412300
225～660ℓ/h
0.43m

5.3W

2412420
270～640ℓ/h
0.46m

4.8W

2413300
240～720ℓ/h
0.52m

8.2W

2413420
300～740ℓ/h
0.55m

7.9W

５０Hz ６０Hz

AC100V

約96（直径）×270（高さ）
淡水・海水両用
530㎖

約150㎖×2袋
2個＋吸水ケース１個

吸水ケース用スポンジフィルター（1個）
スポンジフィルター（1個）

サブストラットプロ レギュラー（約150㎖×2袋）

５０Hz ６０Hz

AC100V

約96（直径）×325（高さ）
淡水・海水両用
680㎖

約150㎖×3袋
3個＋吸水ケース１個

吸水ケース用スポンジフィルター（1個）
スポンジフィルター（1個）

サブストラットプロ レギュラー（約150㎖×3袋）

５０Hz ６０Hz
エーハイム バイオパワー ２４１１ エーハイム バイオパワー ２４１2 エーハイム バイオパワー ２４１3

製品名・商品仕様

前面の矢印の部分を押し、上のフィルター
ケースを上の方向にずらします。

協力 アクアショップes様
〒351-0012
埼玉県朝霞市栄町3-7-38　MAC朝霞ホームズ1F
TEL：048-462-3763
URL：http://www.aquashop-es.jp

⑤ 脱着かんたんなフィルター固定盤
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強力な物理ろ過，生物ろ過を実現して，水質をすばやく安定させる高性能ろ材。

１ℓ
エーハイムコード：2510061

５ℓ
エーハイムコード：2510751

５ℓバッグ
エーハイムコード：2519000

④ エーハイム サブストラットプロ レギュラー 内蔵

アイテム サブストラットプロ
レギュラーの量

150㎖（150㎖×1袋）

300㎖（150㎖×2袋）

450㎖（150㎖×3袋）

バイオパワー2411

バイオパワー2412

バイオパワー2413


