MAINTENANCE STAND TREE

surface) for stainless steis commercially available is recommended.
○Stainless steel is resistant to rust, but leaving the moisture on it for a long time may cause a red-brown stain. In case
moisture is attached to the stand, wipe off with soft cloth immediately.

メンテナンススタンドツリー

①レイアウトツール・ショートタイプ
日本語

プロシザース・スプリング、
ショート、
ウェーブなど

メンテナンススタンド -ツリーは、デザイン性を重視したステンレス製の収納スタンドです。ネイチャーアクアリウム・グッズの

②APグラス

レイアウトツールやAPグラス、液体栄養素、添加液などをすっきりと収納できます。設置スペースも小さく水槽台の横や部屋

③レイアウトツール・ロングタイプ

の隅にじゃまにならずに設置でき、水槽周辺のインテリア性がアップします。

トリミング専用ハサミ、
水草専用ピンセットL、
サンドフラッターなど
④添加液50mℓ容器

●使用上の注意
○本製品はステンレス製ですが、無理な力や衝撃を加えると変形や破損の原因になります。また、手などをぶつけてケガをし
ないように、お取り扱いには十分ご注意ください。
○製品の仕上げには十分注意を払っておりますが、バリが出ていたり、切断面が鋭利になっている場合には、ケガをしないよ
うに注意してお取り扱いください。
○ハサミやピンセットなどを使用した後は、水分をよく拭いてから本製品に戻してください。また、ハサミやピンセットなどの

②
①

③

フィトンギット、
ECA、
グリーンゲイン、
グリーンバクター
⑤底床用添加剤容器
バクター100、
クリアスーパー、
マルチボトムなど
⑥フィッシュフードAP 70g容器

④

⑦液体栄養素500mℓ容器
ブライティ K、
グリーンブライティ STEP1、グリーンブライティ・スペシャル
LIGHTSなど

先端は鋭利になっていますので、本製品に収納した状態でも、ケガをしないようにご注意ください。
○ステンレスは熱伝導性が高いので、火傷を防ぐためファンヒーターやストーブなどの熱源から離してご使用ください。
○転倒を防ぐため、本製品は安定した場所に設置し、子供の安全に注意してご使用ください。

●お手入れの方法
○本製品はステンレス製ですが、硬い物で擦ると表面に傷ができます。お手入れの際は、必ず軟らかい布などをご使用くださ
い。汚れが落ちにくい場合には、市販のステンレス用研磨剤
（表面を傷付けないもの）などをご利用ください。
○ステンレスは錆びにくい素材ですが、水分が付着したままにしておくと、赤茶色のシミができる場合があります。本製品に
水分が付着した場合は、すぐに乾いた軟らかい布などで拭き取ってください。

①Layout tool Short type
PRO-SCISSORS SPRING, SHORT, WAVE
②AP GLASS
③Layout tool Long type
TRIMMING SCISSORS, PINSETTES SERIES, SAND FLATTENER etc.
④Liquid additives in 50㎖ container
PHYTON-GIT, ECA, GREEN GAIN, GREEN BACTER
⑤Substrate additives
BACTER 100, CLEAR SUPER, MULTI BOTTOM etc.
⑥Fish Food AP series in 70g container
⑦Liquid additives in 500㎖ container
BRIGHTY K, GREEN BRIGHTY STEP1, GREEN BRIGHTY SPECIAL
LIGHTS

English
MAINTENANCE STAND TREE is a design conscious storage rack made of stainless steel. Accessories of Nature
Aquarium Goods such as maintenance tools, AP GLASS, and liquid fertilizers can be stored neatly. It fits in the limited
space beside an aquarium or at a corner of a room, and decorates the aquarium system nicely.

●Cautions
○This product is made of stainless-steel, yet adding unnatural force or shock may cause deformation. Be careful not to
hurt yourself by hitting your hands or other body parts with this product.
○We pay extreme attention to the product’s finish, but in case there is a burr or sharp cross section, be careful not to
hurt yourself.
○After using scissors and tweezers, wipe off the moisture well before storing in the stand. As tips of scissors and
tweezers are sharp, be careful not to hurt yourself even they are stored in the stand.
○As stainless steel has high thermal conductivity, keep this product away from heat such as fan heater and gas heater.
○Place it at a stable place in order to avoid falling, and be careful with child’s safety.

●How to care
○This product is made of stainless steel, and wiping with hard cloth may leave a scratch on the surface. For cleaning
of this product, use a soft cloth. If the dirt does not go way easily, using an abrasive agent (one does not damage the
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