
各部名称

透明タンク 餌残量確認しやすい2WAY給電 自動給餌器
取  扱  説  明  書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

CT-PTFB02

電源接続について １　電源接続について　
USB給電をメインでご利用ください。USB ケーブルのType-C端子側（凸）を
本体底部にあるType C端子（凹）に接続し、USB-A端子をUSBアダプターに
接続してください。（図６）※USBアダプターは付属しておりませんので、
別途ご用意ください。
２　バックアップ用電池(非常用電源)について
万が一、災害や停電などで家庭用コンセントから電源供給が停止された時
のため、バックアップ用電池（非常用電源）をセットすることができます。
本体底部の電池カバーを開け、単2形アルカリ乾電池ｘ３本を向きに
合わせて正しくセットし、電池カバーを閉めます（図７）
※約３分間前後に省電力機能が自動的に開始され、コントロールパネルの
     明るさは暗くなります。どれかのボタンを押せば、元の明るさに戻ります。
※電力が足りなくなるとコントロールパネスが点滅されますので、
    電池の交換を行ってください。

注意事項：
※コンセントに接続用USBアダプターは別途ご用意ください。
（本体への入力電圧電流：5V／1A）
※電池は単２形アルカリ乾電池をご使用ください。
※電池を入れる前に、電池ボックス内に異物などがないことを
     確認してください。 
※長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。
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組み立て方法
１　箱から取り出して、フタ部分を反時計順回して外す。エサタンクに入っているコントロールベース
         本体を取り出す（図１）
２　エサタンクの「Align」とコントロールベース本体「Align」の標識と合わせて合体する。（図２）
３　コントロールベース本体の左右にある固定ボタンをスライドして鍵閉マーク側にする。

（図１）

（図２）

注意事項：
※乾燥剤は月に1回程度を目安に交換してください。 
※交換用の乾燥剤は消耗品でサイズの合う市販品をご購入のうえ、
     使用してください。 　
※乾燥剤はフードタンクに落ちないように注意し、損傷した場合は
      直ちに使用をお止めください。

４　エサボウルベースの細長い凸部分をコントロールベース本体の
         正面にある細長いで凹部分に入れてスライドし、ステンレスエサ
         ボウルを乗せてフタ部分を閉めて完成です。
５　乾燥剤の設置は、フタの裏側のカバーに開封した
         乾燥剤を入れて閉じてください。    
         ※乾燥剤は付属しておりません。別途ご用意ください。

使用方法
１　フタを開け、ドライフードをエサタンクに入れます。（図３）
２　フタがエサタンクから外れなくなるまで時計回りに
         回し固定してください。（構造上、一度回転が止まりますが、
         さらに締め込んでください。）（図４）

注意事項：
※振動により、ドライフードがフード出口から
     こぼれ出る場合があります。

エサボウルベースの取付け
エサボウルベースをコントロールベース本体の
前面の底部にある凹み溝を合わせながら差
し込んで取付けてください。　
あとは、アルミエサボウルを上に載せてれば、
完了です。
（図５）
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コントロールパネル

ロック状態  （図 8）

アンロック状態  （図９）

エサ時間設定

※ 必ず、電池を外し、電源の接続を切ってからお手入れを行ってください。
●タオルを水で薄めた中性洗剤につけ、固く絞ってふき取ってください。ふき取った後は、風通しのよい場所で
    陰干しにしてください。 
●中性洗剤で洗ってください。洗った後は、水分を 取ってから風通しのよい場所で陰干しにしてください。
●シンナーやベンジン、アルコール、化学物質などの薬品は使用しないでください。 
●エサタンクの外し方
エサタンクを 軽く持ち上げながら反時計回りに回し、取り外します。
※取付け作業は逆の手順で行ってください。 

お手入れ方法

（１）【設定1～6】「     」を1回押し、「+」「-」を押して設定1～6回目を選択する。

（２）【時の設定】「     」を1回押し、「+」「-」で時間を設定してください。

（３）【分の設定】「     」を1回押し、「+」「-」で分数を設定してください。

（４）【餌量設定】「     」を1回押し、「+」「-」でエサ放出の時間（１～20秒）を設定する。
その後、何もしないまま約9秒で設定が終了し、設定マークが表示されます。
※「SERVERAL」はエサタンクからエサを自動放出の時間（１秒～20秒）を設定できます。
※エサ時間設定は最大６つのパターンはできます。

電源ボタン
（ON/OFF）

時計設定

音声再生／停止
電池残量ローパワーインジケーター
自動餌食放出時間
自動餌食パータン
録音マイク

※約１分間前後、コントロールパネルを
    操作しないと自動的にロックをかかります。
※「      ロック状態中」にはすべての操作は
    出来ません。電源スイッチを１回押して、
    解錠をすれば、操作は可能となります。

ロック状態では操作できません。「     」を短く押してロックを解除すると操作できます。

録音または再生 録音中の「    」が点灯します

6食設定可能、設定モードでは「   」「   」で選択した食数を切り替え

現在の設定時刻を表示する

現在の給餌数を表示します

電池残量が少なくなると「      」が点滅します



キー紹介

初期設定

コントロール本体がロック解除の状態で「�」
設定ボタンと「－」減少ボタンを同時に
３秒間に長押しすると「ダンダンダン」
という音が鳴って、すべての設定が消え、
初期製品出荷の状態に戻ります。

３秒間長押し：電源オン／オフ

スイッチ

録音／音声流し

「     」を１回押して「    」表示。続けて「     」を
２秒長押しするとアラームが鳴ります。
ここから録音を開始されます
（画面は点滅状態）
録音終了後、もう１回「     」を押して
アラーム2回鳴れば終了です。
※最大約20秒間の録音が可能。

手動エサ餌食

「+」ボタンを２秒以上長押し
続けると自動形式から
手動形式と変わります。

ロック状態解除

ロック状態で「    」のボタンを
押せば、ロック解除となります。

自動エサ餌食

給餌設定を完了すれば、設定した
時間に自動的にエサが放出されて、
ペット達は楽しく給食時間を過ごせます。

１回押すと「時」を設定、もう１回押すと「分」を
設定できます。「+」「-」を押して「時」「分」を
調整してください。

時計設定

【音声確認】
「    」を１回押し、画面に「    」表示と同時に音声を再生します。「    」を押せば終了です。
【録音方法】
「    」を１回押して「    」表示。続けて「    」を２秒長押しするとアラームが鳴ります。
ここから録音を開始されます（画面は点滅状態）
録音終了後、もう１回「    」を押してアラーム2回鳴れば終了です。
※最大約20秒間の録音が可能。

（１）【設定1～6】「    」を1回押し、「+」「-」を押して設定1～6回目を選択する。
（２）【時の設定】「    」を1回押し、「+」「-」で時間を設定してください。
（３）【分の設定】「    」を1回押し、「+」「-」で分数を設定してください。
（４）【餌量設定】「    」を1回押し、「+」「-」でエサ放出の時間（１～20秒）を設定する。
その後、何もしないまま約9秒で設定が終了し、設定マークが表示されます。
※「SERVERAL」はエサタンクからエサを自動放出の時間（１秒～20秒）を設定できます。
※エサ時間設定は最大６つのパターンはできます。

マイク

給餌設定



• 保証期間は新品購入日から３ヶ月です。（購入後、２週間以内の初期不良対応のみ）
• サポートサービスや初期不良対応には「購入日と販売店を確認できるレシートや購入証明書」が必要です。大切に保管
してください。
• 転売品など所有権譲渡品、中古売買品は理由を問わず保証対象外。
• 初期不良対応の期間中にクイックガイドの注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に交換対応いたします。
• 本製品の保証は日本国内のみ有効です。
　The warranty of this product is valid only in Japan.
• 点検依頼中の代替品の貸出は行っておりません。
• 以下の場合には保証対象外になります。
1. 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障や損傷。
2. 購入後の落下、衝撃、加圧、浸水等の不当な扱いによる故障や損傷。
3. 当社指定サービス機関以外で行われた修理 / 改造 / 分解による故障損傷。
4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害によるもの（自然災害を含む）、結露、環境要因に起因する電圧の変化など。
5. 保管の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等）や手入れの不備（本体内部に砂やほこり、液
体など
異物混入）による故障および損傷。
6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷。
7. 本省の提示が無い場合又は未記入、改ざんがに止められた場合。
8. 消耗品類の交換した場合。
9. ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示が無い場合。

保証規定

※画像はイメージです。実物とデザイン、色等異なる場合がございます。 
※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。パッ
ケージの記載有無に問わず、欠品ではございませんので予めご了承ください。
当社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万一ご不便やご不都合などお気づきの点がありま
したらサポート宛てにメールでご連絡ください。

お問い合わせ：miraion@miraion.jp
販売元 : ミスターカード株式会社

サポート

１）初期不良扱い（購入後２週間以内）
      「日本郵便　ゆうパック」着払い、または他の運送業者をご利用される場合は元払いで発送してください。
２）修理点検扱い（購入後２週間以上）
　　お客様の元払いにてお送りください。
※下記に該当する場合、受け取りをお断りする場合がございますので予めご了承ください。
　・事前に連絡ない場合。
　・指定業者以外での着払い。
　・初期不良扱いを過ぎている場合の着払い。

返送時の送料について



同梱物

注意事項
■■■ ご使用上のご注意 ■■■
本品をご使用になる前に、本書を必ずよくお読みください。お使いになる人や他の人への
危害、財産への損害を未然に防ぐために、以下の警告および基本的な注意事項を必ず守ってください。

安全上の警告・注意
●電源を接続した状態または電池が入った状態では、フードタンク内やフード出口に絶対に
   手を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
●お子様の手の届くところで使用しないでください。
●本品は室内で使用してください。
●本品はドライフード専用です。ウェットフードなどドライフード以外は使用しないでください。
●電源ケーブル（USB）をペットが嚙まないように対策や注意を行ってください。
●濡れた手で電源プラグや本品を触らないでください。
●電源ケーブル（USB）を引っ張ったり、重いものを載せないでください。
●火気や熱源に近づけないでください。
●乾燥剤はサイズが合う市販品を使用し、定期的に交換してください。
   また、フードタンクに直接乾燥剤を入れないでください。
●異常を発見した際は、すぐに使用を中止してください。
●ドライフードの粒の大きさや形状により、給餌量に差が生じることがあります。
●空のフードタンクに補充した場合、初めはフードが出ないことがあります。
　正しくフードが出るようになるまで、手動給餌を行ってください。
●不安定な場所には置かないでください。転倒したり、フードがこぼれたりすることがあります。

●コンセントに接続用USBアダプターは別途ご用意ください。
   （本体への入力電圧電流：5V／ 1A）
●ペットの予期せぬ行動により発生したケガや事故、破損に対する補償はしておりませんので、
   あらかじめご了承ください。

※注意 : 画像はイメージです。 実物とデザイン、色など異なる場合がございます。 
※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を
   変更する
　場合があります。これは欠品ではありませんので予めご了承ください。 

フタｘ１
エサタンクｘ１
コントロールベース本体ｘ１
ステンレスエサボウルｘ１
エサボウルベースｘ１
USBケーブル（Type-A to USB-C）ｘ１


