
夏号
２０１４

アクアランド 検索←

◆ ZR-mini \63,720 ⇒ \50,976（税込）

◆ ZR-75E \64,800 ⇒ \48,000（税込）

◆ ZR-130E \84,240 ⇒ \67,392（税込）

◆ ZR-180E \96,120 ⇒ \76,896（税込）

◆ ZR-250 \105,840 ⇒ \84,672（税込）

No.

MEMBER'S CARDName:
・　　・　　～　　・　　・

TOTAL INTERIOR AQUARIUM

枚目

メンバー会員様募集中！

※3,000 円以上お買い上げの方対象です。

1,000 円毎にスタンプ 1 個捺印♪
スタンプが貯まると割引券として利用できます。

さらに、 精算時に提示して頂くと ・ ・ ・

全商品 5% 割引致します！

本格的な夏が
来る前に !!

只今、予約受付中！！

％

OFF
２０

期間中 ZR シ
リーズ

～メーカー在庫が無くなり次第終了とさせて頂きます～

ゼンスイ

水槽用クーラーＺＲシリーズ
レイシーのクーラーは、 優れた耐食性を持ちフロン規制にも対応しています。

確かな品質で人気の高いクーラーです。

～海水生体、特にムセキツイ飼育に

　　　　　　　　　　　　　　クーラーは必需品です～

ア カヒ レ

侘 び 草

・ コッピーで有名なお魚です。 小さな容器でも飼えますが、 広い容器で飼育する事で
  より綺麗に成長します。 　　

・ エサは控えめに、 １日１～２回あげましょう。 ２～３日のお留守でしたらあげなくて大丈夫です。

・水は、 １週間に１度半分ほど換えましょう。 水は市販のカルキ抜きを使用して下さい。

・熱帯魚ではないので、 冬は室内で飼ってあげればヒーターは必要ないです。

・飼い込むと驚くほど綺麗になるので大事に育ててあげて下さい。

・ お好みのガラス容器に薄く砂と水を入れ、 その上に置くだけで手軽に侘び草を楽しめます。 　　

・光は必要ですが、 直射日光は避けて下さい。

・水は、 １週間に１～２度半分ほど換えましょう。 水は市販のカルキ抜きを使用して下さい。

・伸びてきたらハサミでカットして下さい。 カットした水草を植えても根っこが出てきます。

・ メダカやアカヒレを入れて楽しむ事も出来ます。

・ ケンカをするので、 １つの容器に２匹入れる事は出来ませんが、 別々に入れお互いの姿が
  見えるように置いておくと威嚇し合ってより美しく見えます。 　　
・ エサは控えめに、 １日１～２回あげましょう。 ２～３日のお留守でしたらあげなくて大丈夫です。

・水は、 １週間に１度半分ほど換えましょう。 水は市販のカルキ抜きを使用して下さい。

・ベタは熱帯魚です。 寒くなってきたら保温が必要です。 市販のヒーターを使用しましょう。

・本格的に飼えば繁殖も可能です。

飼い方

育て方

飼い方

色々な植物を楽しめる有茎 Mix がおすすめです！

ベ タ

１匹　540 円～

５匹　324 円　　10 匹　540 円
※アカヒレは５匹単位の販売になります。

有茎Mix　1,944 円～

生体、 商品どちらにもご利用頂けます。

ＤＭ引き換え が使用できます！

メンバー様　　　　　
　　　　　

　Ｎｏ．

　　 ＡＬＬ２０％ＯＦＦ

　　　　　　
　　　　　　

　　　　　            
     　※一部対象外あり

　　　　　
　　有効期限　Ｈ26. 5. 7～Ｈ26. 6. 30

　　　　　
　　　　　

　　　　　
　　　　　

株式会社　アクアランド

　　　　　
　　　　　

　　　　　
　　　福岡市博多区住吉４－２－１５

　　　　　
　　　　　

　　　　　
　　　　　

　ｔｅｌ　０９
２（４４１）

２６０９

　　　　　※
他のサービス券との併用はご遠慮下さい。

メンバー様　　　　　　　　　　Ｎｏ．　　　　５００円ＯＦＦ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　        ※３０００円以上お買い上げ対象

　　　　　　　有効期限　Ｈ26. 5. 7～Ｈ26. 6. 30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　アクアランド

　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡市博多区住吉４－２－１５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｔｅｌ　０９２（４４１）２６０９

　　　　　　　※他のサービス券との併用はご遠慮下さい。

ご利用期限は ５/7 ～６/２９ までです！

お早めにどーぞ。

使えます！

以前のホームページをお気に入りやブックマークに登録している方は

お手数ですが再度『アクアランド』で検索して改めてお気に入りや

ブックマークに登録してください。

また入荷情報はスタッフブログをご覧ください。

ＨＰがリニューアルしました！！
お知らせ

【ＱＲコード】

携帯版ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞは
こちらからｱｸｾｽ!!!!

保冷剤あります！！

遠方からお越しのお客様や
保冷剤が必要なお客様は

お気軽にスタッフにお申し付けください。
※数に限りがあります。

だんだんと暑くなってくるこれからの季節、

水温は大丈夫ですか？

水温の上昇で魚たちも状態を崩しやすくなります。

対策の工夫が必要ですよ。

わからない事がありましたら、お気軽にご相談ください。

これからの季節にオススメです！！

※アクアランド通信の発行が毎月から季節ごとに変わります。

共生エビは

仕事は巣穴を作
る事

水温対策
をして

　夏を乗
り切ろう

！

【イベント表】

【開 催 日】 【イベント】

ポイント２倍

水草＆シーライフ

５０％ＯＦＦ

◆毎週水曜日

◆毎月第１・３（土・日）

◆毎週木・金曜日

◆毎月第２・４（土・日）

次号　通信２０１４年秋号発行　８月下旬予定

￥64,800

レイシーのクーラーは、 優れた耐食性
を持ちフロン規制にも対応しています。
確かな品質で人気の高いクーラーです。

クーラー　ZR-75E
ゼンスイ

￥3,564

￥4,104

￥3,326

￥4,039

￥1,620

￥1,296

バブルストッパー

バブルストッパー・ﾐﾆ

トット

エアーポンプにつなぐだけで使用できます。
気泡が上下動して撹拌し、 水中に長くとどまる
ことにより、 酸素溶解効果が飛躍的に高まり
ます。 塩だれ ・水アカ防止にも効果的です。

ぴたっとファン S

ぴたっとファン M

ニッソー

広角面積に風を当てる構造により、

水面の広い面積で気化熱を効率よく

発生させて水温を冷やします。

クールファン CF-30

クールファン CF-60

テトラ

取り付け簡単なクリップ式。 静音設計で

作動音が静かです。 強力送風で

冷却効果最大、 約－3℃まで可能です。

ZENSUI LED PLUS+
ゼンスイ

共生する理由はお互いのメリット。

お互いに明確な役割分担があり、助け合って生きています。

共生ハゼを購入される場合は、ぜひ共生エビも一緒にいかがですか。

視力が弱いエビは触覚をハゼにタッチさせ、

危険を感じたハゼが体を震わせてエビに危険を知らせています。

つまり見張り番をやる代わりにエビが作った巣穴に

居候させてもらっているのです。

●１Wあたりの光の強さ、省エネ効果、クラス№１

●明るさ長持ち、クラス№１

●隅々まで明るい、クラス№１

・パーフェクトクリア　　・ストロングホワイト

・シャイニングブルー　　・ビューティーバイオレット

RENEWAL-ﾘﾆｭｰｱﾙ- します !!

ココが違う！！

GrassyLeDio RS122
ボルクス

RS122 シリーズに 500nmに続き、
バイオレット波長 420nmを標準搭載！
磨きをかけたスペクトルは、太陽光にさらに近づきました！　

・リーフディープ（深場）

・リーフブルー（標準）

・リーフホワイト（浅場）

ココが違う！！

★共生ハゼ

　・ギンガハゼ

　・ヤシャハゼ

　・ハタタテネジリンボウ etc.

★共生エビ

　・ニシキテッポウエビ

　・ランドールピストルシュリンプ etc.

～ハゼとエビの共生～

45ｃｍ用　￥9,180

各￥24,840

・リーフUV（浅場） ￥27,000

60ｃｍ用　￥12,420
※店頭にないサイズもお取り寄せ可能です。

※使用例（レディオアーチ使用）
　レディオアーチもお取り寄せ可能です。

共生ハゼ
は

見張り番
＆居候


