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2.使用方法

ご使用になる前に
●本製品をご使用になる前に、必ずこの説明書をよく読み、正しい使用方法を理解
した上でご使用ください。正しい使用方法がわからないままでのご使用は、絶対

餌を入れる

におやめください。

給餌棒
ゴム栓

●この説明書は、読み終った後も大切に保管し、必要なときにお読みください。

●安全上の注意

※必ずよくお読みください。

注入口

付属のロートを注入口に
差し込み、餌を入れて
ください。

○この製品は、水草および熱帯魚などの育成を目的に開発された製品です。この目的以外
には使用しないでください。
○この使用説明書をよく読み、正しい方法でご使用ください。
○この製品はガラス製のため、落として衝撃を加えたり、不用意に力を加えると破損する
おそれがあります。
○この製品が破損した場合、修理はできません。破損した場合は、ケガをしないように注意
して取り扱い、危険物として処分してください。

○注 入口のゴム栓を外し、ロートを差し込んで
餌を注入してください。餌の量は約10g（AP

止餌栓

グラス内に半分程度）が適量です。餌を入れた
ら、注入口にゴム栓をしっかりと差し込みます。

○破損の原因となりますので、洗浄の際に熱湯を使用しないでください。

○給 餌 の 際 は、軽く給 餌 棒 を押してください。

○生体の病気や死亡、水草の枯れなどについて弊社は責任を負いません。

押し込み方によって餌の量を調節することが

○子どもの手の届かない所で使用および保管してください。

できます。深く押し込むと、一度に多量の餌

給餌口

が出ますのでご注意ください。魚が餌を食べ

1.APグラスの特長
AP グラスはフィッシュフードAPプレミアム・シリーズ用のガラス製 給 餌器です。直接

る様子を観察しながら、少しずつ与えるのが給餌のポイントです。
○給餌後のAPグラスは、別売りのクリアスタンド（APグラス用）にセットすると安全に
保管でき、必要なときにすぐに給餌が行えます。

手で触れることなく魚に餌を与えることができるので、手の油分による餌の劣化やばい菌の
付着がなく、清潔な給餌ができます。また、餌を少しずつ水面に優しく落とすことができる
ので、
食べ残しが少なく水を汚しにくい、
ネイチャーアクアリウムに理想的な給餌が可能です。
手になじむ独自のデザインで、毎日の給餌が楽しく行えます。

3.使用上の注意
○APグラスの中に餌を長期間入れたままにしておくと、湿気で餌が固まったり、カビが生
えるおそれがあります。長期間使用しない場合は、湿気などによる品質劣化を防ぐため、
餌を乾燥剤入りの容器や袋に戻して保管してください。
○給餌の際、給餌口を水に漬けないようにご注意ください。水分により餌が固まり、正常に
作動しなくなります。水が付着した場合は、柔らかい布などで水分を拭き取って十分に
乾燥させてからご使用ください。
○水洗いをした後は、内部を十分に乾燥させてからご使用ください。

2. Usage

English

IMPORTANT

●Before the installation of this product, make sure to read this instruction
manual carefully and understand all of its directions.
●Please keep this instruction manual even after reading it and refer back to it
when needed.

●Safety Instruction

Feeding rod
Insert
fish
food

※Please read carefully

○This product is designed for growing and maintaining aquatic plants and tropical
fish in an aquarium. Please do not use this product for any other purpose.
○Read this instruction manual carefully and follow its direction for using this product.
○This product is made of glass. Dropping or being subject to shock or sudden
pressure may cause breakage.
○This product cannot be repaired. When disposing the damaged product, be careful
not to cut yourself, and dispose according to the local regulation.
○Do NOT use boiled water for cleaning as it may cause breakage.
○ADA cannot be responsible for any death and/or disease of aquatic pants or
organism.
○KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

1. Special Feature of AP GLASS
AP GLASS is a glass feeder developed specially for Fish Food, AP-Premium series.
It maintains hygiene of fish food and prevents it from being contaminated by hand
contact. It enables to feed by small amount on the water surface, so it is ideal for
Nature Aquarium without having leftover in the tank and making the water spoiled. Its
softly curved design fits your hand and makes your daily feeding fun.

Inlet

Rubber cap

Insert the attached
funnel into the inlet
and pour fish food.

○Remove Rubber Cap and insert the funnel
Stopper
into the inlet, and pour fish food. Filling
glass up with about 10g of fish food (about
1/2 capacity). Then close the Inlet tightly
with Rubber cap.
○For feeding, press the Feeding rod lightly.
Feeding
Amount can be adjusted by controlling the
nozzle
pressure applied to the rod. Be careful not
to press too hard as a large amount of fish
food would be applied at once. It is advisable to feed by small amount at once, observing how fish are eating.
○After use, AP GLASS can be stored in CLEAR STAND (for AP GLASS). This way,
you can store it safely and feed your fish quickly when needed.

3. Cautions
○Leaving fish food in AP GLASS for a long period of time causes fish food to get
hard or moldy by humidity. In case AP GLASS would not be used for a period of
time, remove fish food to a container or package with desiccant in order to avoid
quality degradation due to humidity.
○Do NOT allow Feeding nozzle to get wet. Moisture makes the fish food to get hard
and causes malfunction of AP GLASS. In case moisture gets to the Feeding
nozzle, wipe it off with a soft cloth and dry thoroughly before using again.
○After washing, be sure to dry thoroughly before refilling fish food.
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使用之前
●在使用本产品之前，请一定仔细阅读本说明书，在理解了正确的使用方法以后再使

给食棒

用。如果不明白正确的使用方法的话，请不要使用。

放入鱼食

●本说明书，在阅读之后，请妥善保管。必要的时候请再次阅读。

●安全注意事项

将附属的漏斗插入
注入口，放入鱼食。

※请一定仔细阅读

○本产品是为水草及热带鱼的观赏与培育而研发的产品，请不要用于其他的用途。

胶塞

注入口

○请认真阅读使用说明书，用正确的方法来使用。
○本产品为玻璃制品，掉落时受到冲击或施加过度的压力时，有发生破碎的危险。
○本产品破损后，无法修理。破碎后，请不要直接用手接触或用脚践踏，否则会有受伤
的危险。请作为危险品妥善处理。
○在清洗的时候，请不要使用热水，否则容易造成破损。
○关于生物的疾病及死亡，水草的枯萎等问题，弊公司一概不负责。
○请妥善保存及使用在孩子拿不到的地方。

○将注入口的胶塞拿掉，把漏斗插入注入口，然
后将鱼食装入其中。鱼食的量以10g（AP玻
璃给食器的一半容量）为宜。装完鱼食后，请
将胶塞牢固的塞进注入口部。
○喂食的时候，请轻轻的按下给食棒。根据按
下的深度，可以调整喂食量。请注意如果按

1.AP玻璃给食器的特点
AP玻璃给食器是为超值版AP营养鱼食系列产品专门设计开发的高级玻璃鱼食喂食器。
使用AP玻璃给食器可以不用手直接接触鱼食，就可以给鱼喂食。而且可以避免手上的
油脂接触鱼食导致鱼食劣化以及细菌附着等问题，从而实现最卫生的喂食。给食口采用

止食栓

给食口

的太深的话，可能会一下子流出大量的鱼食。
建议一边观察鱼的进食情况，一边一点一点
地投放鱼食。
○喂食结束后，请将AP玻璃给食器保存在AP玻璃给食器专用挂架上。在需要时，可以
随时拿出，方便使用。

了独特的设计形状，AP系列的鱼食可以轻轻地落在水面上，还可以根据鱼儿的状态及
数量调整喂食量，所以残留鱼食会很少，不会影响到水质。实现了最理想的喂食方法。
适合一手掌握的独特形状，可以让您每天给鱼儿喂食成为一大乐趣。

3.使用注意事项
○鱼食长期放置于AP玻璃给食器中的话，由于潮湿，可能会导致鱼食结块，发霉等问题
的出现。如果长期不使用，为了防止潮湿等带来的鱼食品质劣化，请将鱼食倒回装有干
燥剂的原包装中。
○在喂食的时候，要注意不要将给食口与水面接触。否则鱼食会因为水分的影响而结块，
进而导致无法正常使用等问题。如果不慎碰到水的话，请立即用柔软的布进行擦拭，待
完全干燥后，再使用。
○水洗之后，要等内部完全干燥后再使用。

