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この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本取扱説明書の注意事項に従わなかった場合や、お客様の不注意により発生した故
障や事故につきましては、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。
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安全上のご注意
人への危害や物的損害のリスクを防ぐために、本製品を使用する際は「安全上のご注意」を
よく読み、必ずお守りください。この取扱説明書は大切に保管してください。

ロボット掃除機を使用する際には、小さなお子様やペットに注意してください。
充電器は必ず純正のものを使用してください。
ロボット掃除機や付属品を分解しないでください。お客様自身で分解・改造された場合
は、弊社の保証サービスは利用不可となります。
必ず室内で使用し、本体や充電ドックは濡れた手で触らないでください。
ロボット掃除機は�℃～��℃以内の環境で保管し、使用してください。
清掃する部屋にストーブ、扇風機、加湿器などの機器がある場合は使用前に別室へ移動
させてください。
本製品を破棄する前に、必ずバッテリーを本製品から取り外してください。
使わなくなったバッテリーはビニール袋に包み、自治体の環境規制に従って安全に処理
してください。
ロボット掃除機を水につけたり、かけたりしないでください。
ストーブなどの暖房器具や火のそばなど高温の場所で充電または使用しないでください。
本体や電源コードを曲げたり鋭利な物で刺したり、衝撃を与えないでください。
食用油や機械油など引火性のある液体や水などを吸わせたり拭きとらせないでください。
可燃性の高い液体やガスまたは揮発性の高い液体で本体を拭かないでください。
本取扱説明書で指定されている水洗い可能な部分以外は、水洗いしたり濡らしたりしな
いでください。
高いところや不安定なところで使わないでください。
ロボット掃除機の排気口をふさがないでください。
損傷や故障、異常があるときは使用しないでください。
お手入れの際は必ず電源を切ってください。
万一、製品から煙が出たり、変なにおいがしたり、製品が過熱したときは、ただちに使用
を中止してください。

危険：死亡や重傷を負う恐れのある行為です。
警告：けがを負う恐れのある行為です。
注意：軽傷や財産の損害が発生する恐れのある行為です。

危険
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稼働中は本体を覗き込んだり、サイドブラシ・タイヤに触れないでください。
ロボット掃除機の上に乗ったり、重いものを上に載せたりしないでください。
本体のセンサー・バンパー・ホイールにテープなどを貼らないでください。
本製品を使用する前に、衣類や散らかった紙類に加え、見えない場所にあるコードやカー
テンおよび電源コード、その他壊れやすいものは片付けてください。本製品が電源コー
ドの上を通過したり、電源コードを引きずると、テーブルや棚の上から物が落下する恐
れがあります。
水タンク内には水以外の液体を入れないでください。(中性洗剤、アルコールなど)
ブラシやフィルターは、弊社の純正品を使用してください。
ロボット掃除機は自走式です。ロボット掃除機が清掃している場所を歩くときには、誤
って踏まないようご注意ください。
本製品を尖ったもの、ガラス、燃えているものや煙が出ているものの清掃には使わない
でください。

警告

傷みやすい敷物やワックスがけした床・大理石などの上で使用しないでください。
傷んでいる床材や古い畳の上で使用しないでください。
運転中、テーブルの上などに壊れやすいものを置かないでください。
長期間使用しない場合は、湿気やほこりの少ない場所で保管してください。
万一、バッテリーが液漏れして肌や衣服についたときは、ただちにきれいな水で洗い流
してください。
ロボット掃除機を引きずって移動させないでください。
電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らないでください。

注意
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未来をカタチに

保証書添付

ロボット掃除機(家庭用)
取扱説明書

X�/X�

本体

クリーニングブラシ サイドブラシ×�
(交換用×�)

本取扱説明書

高効率フィルター
(交換用)

水拭き用モップ

電源アダプター

水タンク

充電ドック リモコン
(単�電池×�本が必要です)

同梱内容

��



水洗い不可

本体

ダストボックス

○：OFF
I ：ON

各部説明

充電ピン

中央カバー

バンパー

ホームボタン

電池カバー

ホイール(L)

電源スイッチ

充電口

水洗い可

水洗い可

水洗い可

一次フィルター

ダストボックス

フィルターフレーム

高効率フィルター

ダストボックス

中央カバー

サイドブラシ(L)

前輪

吸引口

ホイール(R)

サイドブラシ(R)
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スクリーン

予約ボタン

方向キーボタン

ON/OFFボタン

モード切り替えボタン

時計ボタン

ホームボタン

スポットモードボタン
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リモコンを使用する際は、単�電池を�本取り付けてください。

��

充電ドック

リモコン

インジケーター
ランプ

充電口

充電端子
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ランプ表示
ロボット掃除機の状態をLEDランプ表示で確認することができます。

青色にゆっくり点滅 待機状態

充電完了

スリープ状態/電源がOFFになっている

清掃予約完了

清掃予約キャンセル

充電中

ホイールが浮いている/落下
防止センサーの危機感知

平坦な床に置き、再起動/セン
サーを乾いた布で拭く/ホイー
ルを清掃

バンパーを軽く押して異物が
ないか確認する

異物がないか確認/取り除く

本体を充電する

電源をONにする

ホイールに絡まっているゴミ
を取り除く

電源がOFFになっている

バッテリー残量の低下

サイドブラシの異常

バンパーの異常

ホイールの異常

ピンク色に点灯+ビープ音が�回

ピンク色に点滅+ビープ音が�回

赤色にゆっくり点滅

青色に点灯

青色に点灯+ビープ音が�回

充電時に
赤色に点滅+ビープ音

赤色に点滅

OFF

エラー時のランプ表示

ランプ表示 状態

原因 解決方法ランプ表示

青色�回/赤色�回に点滅

青色�回/赤色�回に点滅

青色/赤色交互に点滅



ご使用前に

電源コードや小さな小物(硬貨・アクセサリーなど)、タバコや液体物など
は誤って吸い込まないように床にある場合はあらかじめ片付ける。
房のついた敷物や座布団などは、下に折り込むか片付ける。
床につくほどの長さのカーテンや布などは持ち上げてまとめる。
軽い振動で倒れたり破損する恐れのある陶器やガラスなどは片付ける。
ロボット掃除機が入ってほしくない場所、火や水の近く、保護したい
家具や物の前に壁代わりになるものを置く。
水拭きをする場合は、カーペットなど濡らしたくないものを避ける。

段差から落下することを防ぐ機能ですが、本センサーが床面から反射する場合や床の
色が濃い場合、または床が汚れている場合はうまく機能しないことがあります。
落下する恐れがある場所では障害物などを利用し、落下を防ぐようにしてください。

・�cm以上の高さのあるカーペットなどの敷物

・パイル地や毛足の長いカーペットなどの敷物

・薄くて柔らかい素材のラグなどの敷物

・滑り止めマットなど粘性のある薄い敷物

・ガラスや大理石などの傷つきやすい素材の床

・表面が硬く、凹凸のあるコンクリートなどの素材の床

・黒などの濃い色味の床やカーペットなどがある場所

・四辺が約�㎡以下の空間

・高さが��mm以下のスペース

・床に多量の水などがある場所

(うまく走行できなかったり、巻き込んだり傷つける可能性があります)
ご使用できない場所

部屋をあらかじめ片付ける

��

落下防止センサーについて
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除湿剤
湿ったもの
食品用ラップや包装フィルムなどの通気性の悪い素材

ペットなどの排泄物
水などの液体

ガラスや針などの突起物
粘着性のあるもの

多量の砂や粉
長いひも状の素材

吸わせてはいけないもの

多量の砂、ペット用砂、小石などがある場所でのご使用はお控えください。
故障の原因となります。

本体の準備

電源スイッチ
○：OFF
I ：ON

ご使用前に、サイドブラシを本体に取り付ける。
サイドブラシ中心下部にL・Rと記載されていますので、
左右を間違えないようご注意ください。
(正しく回転しない恐れがあります)

本体底面にある電源スイッチをONにする。�

L・Rをご確認ください。
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充電ドックの準備
充電ドックを壁に沿わせて設置する。
電源コードも壁に沿わせて伸ばす。

�

電源コードを接続し、インジケーターランプ
が青く点灯しているか確認する。

�

充電ドックは、常に電源と接続したままにしてください。
自動で充電ドックに戻ることができなくなります。

充電中は、本体ホームボタンのランプが赤く点滅します。

充電が完了すると、ビープ音が�回鳴ります。

その他の充電方法

設置に適している場所
本体をよく使用する部屋

フローリングなど硬く平らで段差がない場所

できるだけ広く、障害物の少ない場所

本体右側面にある充電口に、
電源アダプターを差し込んで
充電する。

本体が待機または清掃中にリ
モコンのHOMEボタンを押し、
充電ドックに戻して充電する。

自動充電の準備完了です。電池残量が少なくなると、ロボッ
ト掃除機は自動的に充電ドックに戻ります。

インジケーターランプ

すぐに充電する場合は、本体を充電ドックの充電端子の上に
置いて充電してください。

電池を長持ちさせるために

初回使用時は、電池が十分に充電されていないため
満充電にしてからご使用ください(約��時間)。

左右�m、前方�m以内に障害物を置かない。

必ず本体底面の電源を入れたまま充電してください。

�ヶ月以上使用しない時は、満充電にしたあと電源を切って涼しく乾燥した場所に保管し、
�年に�回は充電をしてください。
室温が�℃～��℃の場所で充電してください。
�ヶ月以上使わなかったときは、過放電となり使用時間が短くなる可能性があるため、使用
前に必ず充電してください。
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使用方法
清掃開始/停止

スリープモード

本体のホームボタン、またはリモコンのON/OFFボタン
を押すと、自動清掃モードで清掃を開始します。

本体のホームボタン、またはリモコンのON/OFFボタン
を再度押すと、清掃を停止します。

待機状態のまま約�分経過すると、ビープ音が鳴ります。
ロボット掃除機はスリープモードとなり、全ての動作を停止します。

解除するときは、ホームボタンを約�秒間長押しまたはリモコンのON/OFFボタンを押すと、
待機状態に戻ります。

約�秒間長押しで解除

電源が入った状態で、ランプが青く点滅していると、ロボット掃除機は待機状
態です。待機状態で清掃やリモコン操作などを行うことができます。

長時間使用しない場合は、電源をお切りください。

��
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自動清掃モード

スパイラルモード

ランダム走行でお部屋全体を清掃します。
家具の隙間も通りぬけることができます。

開始位置を中心に外側に向かって螺旋を描くように清掃します。
床面の状態によっては、掃除場所がずれる場合があります。
障害物があるときは、避けながら清掃し、イメージと異なる
動きをします。

まんべんなくお部屋全体を清掃したいときに

広いフローリングなどを水拭きしたいときに

清掃モード

リモコン：MODE�

リモコン：MODE�

モードを切り替えるときは、連続で押さずに少し置いてからボタンを
押して頂くと、スムーズにモードが切り替わります。

本体のホームボタン・リモコンのON/OFFボタン・MODEボタン
を押して清掃を開始します。清掃中にリモコンのMODEボタンか
ら清掃モードの切り替えができます。
スポットモードのみSPOTボタンを押すと、切り替わります。
MODEボタンは以下の順番で清掃モードの選択ができます。

MODE�：スパイラルモード MODE�：自動清掃モード

MODE�：エッジモード MODE�：弓形清掃モード

清掃中にリモコンの方向キーを長押しすると、ロボット掃除機の方向転換
および移動をさせることができます。
(手動操作中は障害物を検知しないため、衝突する恐れがあります。)



障害物があるときは、避けながら清掃し、イメージと異なる
動きをします。

開始位置

約
�
㎡

��

開始位置

床面の状態によっては、掃除場所がずれる場合があります。
障害物があるときは、避けながら清掃し、イメージと異なる
動きをします。

スポットモード

弓形清掃モード

約�㎡のエリアを計算しながら清掃し、完了後、次の�㎡のエリ
アを清掃します。

約�㎡×�㎡のエリアを約��秒間清掃します。
清掃後、直前まで選択していたモードに切り替わります。

家具の少ない広い場所の清掃に

ごみや汚れが気になるところの清掃に

リモコン：MODE�

リモコン：SPOT

エッジモード

壁を探して検知すると、壁に沿って重点的に清掃します。

壁際などを重点的に清掃したいときに

リモコン：MODE�



ゴム栓

結合部の穴に
取り付ける

タンクの
モップ取り付け部に
取り付ける

水タンク

モップ

水拭き機能

本体への取り付け方

水タンクから少量ずつ水をモップに給水しながら、水拭き清掃をします。
モップをあらかじめ少量の水で濡らしてからご使用頂くと、スムーズに清掃が
できます。

水タンクへの給水方法
給水口のゴム栓を外し、水を入れてください。(タンク容量：��ml)
給水後は、水が漏れないように給水口のゴム栓をしっかりと閉めてください。

水タンクの裏面の結合突起を、本体裏側の結合部の穴に取り付けます。

お願い
初めて使用する部屋では、目を離さないでください。

水以外の液体は入れないでください。(アルコール、中性洗剤など)

使用後は、本体から水タンクを取り外してください。

��

モップの取り付け方
水タンクを裏返して、モップ取り付け部にモップの裏面を取り付けてください。

動画解説



お願い
水拭き清掃後、本体の充電ピンと充電ドックの充電端子が濡れた場合は、必ず水気を拭きとってください。
錆が発生してしまった場合、充電ができなくなる可能性があります。

・畳、絨毯、カーペット、ムートン、フェルト素材などの傷みやすい敷物

・レンガや凹凸のあるコンクリートなどの粗い床面

・平らでないタイルの床面

・ワックスを塗りたて、ワックスを厚く塗った床面

・未塗装の床面や耐水性でない床面

・床暖房を設置している床面

(うまく走行できなかったり、腐食させてしまう可能性があります)
ご使用に向かない床材

水タンクを濡れたまま本体に取り付けないでください。

水タンクのお手入れ方法

モップのお手入れ方法
付属のモップが汚れた場合は、��℃以下のお湯または水で洗ってください。
塩素系漂白剤やアイロン、ドライクリーニングはご使用できません。
お手入れ後は、十分に乾かしてからご使用ください。

水タンクの中に残っている水を出し切ります。

内部が完全に乾くまで給水口のゴム栓を開けたままにします。

�

�

��
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充電ドックから少し離れた場所で
使用してください。
赤外線により識別できない場合が
あります。

�

�
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�

�

�

リモコン操作

リモコンの時計ボタンを長押しすると、時刻がスクリーンに点滅表示されます。

▲▼◀▶ボタンを押して、時間・分・曜日を設定します。
表示が点滅している間、設定をすることができます。
(▲▼：数字設定 ◀▶：戻る/進む/曜日設定)

時計ボタンを押すと設定が保存されます。

�

�

�

夜の��時(��時)は「��:��」と表示されます。
電池交換後は時刻・予約設定がリセットされますので、再度設定し直してください。

スクリーン
時刻と曜日が表示されます。

予約ボタン
長押しで清掃予約を設定できます。
(現在時刻から〇時間後/曜日の予約設定)

方向キーボタン
ロボット掃除機の方向・移動/時刻設定・戻る・進む

ON/OFFボタン
待機状態のとき、自動清掃モードで清掃を開始/停止します。

モード切り替えボタン
待機状態のとき、清掃モードの切り替えをします。
• MODE�:スパイラル • MODE�:自動清掃 • MODE�:エッジ • MODE�:弓形

時計ボタン
長押しで現在時刻と曜日設定をします。

ホームボタン
待機または清掃中に押すと、自動的に充電ドックに戻り
充電します。

スポットモードボタン

ボタン説明

時刻設定

約�㎡×�㎡のエリアを約��秒間清掃します。
清掃後、直前まで選択していたモードに切り替わります。

��

動画解説



��

リモコンのPLANボタンを長押しすると、時刻がスクリーンに点滅表示されます。
(通常は「�� : ��」と表示されますが、予約後は予約設定した数字が表示されます。)

ロボット掃除機が待機状態になっていることを確認します。
(電源が入った状態で、ランプが青く点滅していると待機状態です。)

▲▼◀▶ボタンを押して、時刻を設定します。時刻は��分単位で設定します。
(▲▼：数字設定 ◀▶：戻る/進む)

予約が設定されると、ランプがピンク色に点灯し、ビープ音が�回鳴ります。
予約に失敗した場合、ビープ音が鳴らずにランプがピンク色に点滅します。
その場合は再度、❶ の手順から予約をし直してください。

リモコンの先端をロボット掃除機に向けて、ON/OFFボタンを押します。

例:現在時刻��:��から翌日の午前�:��に清掃予約をする場合。
現在時刻から��時間��分後となるため、時刻は��: ��と設定します。

�

�

�

�

�

以降は毎日、設定した時間に清掃を開始します。�

リモコンのPLANボタンを長押しすると、時刻がスクリーンに点滅表示されます。

スクリーンに「�� : ��」と点滅表示されるまでリモコンのON/OFFボタンを長押し
します。

ON/OFFボタンを再度押すと、ランプがピンク色に点滅し、ビープ音が�回鳴りま
す。(音が鳴らない場合もありますが、ランプがピンク色に点滅しているとキャン
セルは完了しています。)

�

�

�

清掃予約

清掃予約のキャンセル

清掃予約は、現在時刻から何時間後に清掃開始するかを設定します。
設定する数字は清掃を開始したい時刻ではないため、ご注意ください。

予約設定中に、ロボットが待機状態のまま約�分経過すると自動的にスリープモードになり
ます。その場合予約設定はキャンセルされますのでご注意ください。

電源がOFFまたは電池残量が少ない場合は、予約清掃を開始しません。

清掃予約は現在時刻から��時��分後まで可能です。��時間後以降は「��:��」と表示され、
自動的に予約がキャンセルされます。

清掃予約時の清掃モードは、自動清掃のみとなります。

動画解説

動画解説



目安：毎使用後

��

ダストボックス 毎回の使用後 -

�～�ヶ月ごと

�～�ヶ月ごと

-

-

-

週に�回

週に�回

�ヶ月に�度

�ヶ月に�度

�ヶ月に�度

センサー

ホイール

充電ピン

高効率フィルター

サイドブラシ

部品名称 清掃頻度 交換頻度

本体清掃とメンテナンス

ダストボックスとフィルターの清掃方法

出来るだけ長くご使用していただくために、以下の手順に従って定期的に清掃、
メンテナンスを行ってください。
清掃や部品の交換頻度は、本体の利用状況により異なります。

ご使用後は毎回清掃していただくことを推奨しています。(フィルターは週に�回)

清掃する前に、本体の吸引口にゴミがないかを確認します。ゴミがあれば取り除きます。

高効率フィルターの交換目安は�～�ヶ月ごとですが、目詰まりしたホコリや汚れが落ちなくなった
場合は、すぐに交換することを推奨いたします。

高効率フィルターは水洗い不可です。他の部品と一緒に洗浄しないようご注意ください。

乾燥させるときは直射日光を避け、十分に乾燥させてから本体に取り付けてください。

➀矢印の方向にカバーを開ける ➁ダストボックスを取り出す�



�

�

水洗いするときは
洗剤、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用しないでください。(ひび割れや変色の原因になります)

風通しのよい場所に置き、十分に乾燥させてください。(目詰まりやにおいの原因になります)

ドライヤーなどの熱風を当てて乾燥させないでください。(変形や故障の原因になります)

��

➁中のゴミを空にする➀ダストボックスを開けて
中の一次フィルターを取り外す

�

➀フィルターをブラシや掃除機で
清掃する

➁ダストボックスをブラシなどで清掃
または水洗いをする

➁目詰まりや汚れが気になるときは
水洗いをする(一次フィルターのみ)

➀ダストボックスに高効率フィル
ター、フィルターフレーム、一
次フィルターを戻す

➁ダストボックスを戻して本体のカバーを閉める

➀ダストボックスから
高効率フィルターを取り外す

�



落下防止センサー 充電端子

お願い
水拭き清掃後、本体の充電ピンと充電ドックの充電端子が濡れた場合は、必ず水気を拭きとってください。
錆が発生してしまった場合、充電ができなくなる可能性があります。

清掃後本体に戻す際は、
L・Rをよくご確認ください。

目安：週に�回

サイドブラシが曲がったり、広がったときは��℃～��℃の熱湯に毛先をつけ
た後、お湯を含ませた布でサイドブラシを挟み、引っ張るように拭きとると形が
整います。(十分に乾燥させてから本体に戻してください)

��

サイドブラシを本体から取り外します。(手で簡単に取り外せます)�

本体やサイドブラシに絡まったゴミを取り除きます。�

サイドブラシの清掃方法
ゴミが絡みついたときや取りこぼしが気になるときなど、定期的に清掃を行ってください。
サイドブラシは消耗品のため、毛が抜けたり破損した場合は交換をお願いいたします。

目安：月に�回センサーと充電端子の清掃方法
柔らかく乾いた布でセンサーと充電端子をから拭きします。



�

��

本体から前輪をマイナスドライバーなどの先が細いものを使って取り外します。�

ホイールに絡まったゴミを取り除き、柔らかく乾いた布でから拭きします。

前輪の中央の軸を取り、絡まったゴミを取り除きます。(水洗い可)
清掃後、お手持ちであれば軸にグリスを少量塗布すると回転が滑らかになります。

�

前輪を元の位置に取り付け、カチッと音が鳴るまで押し込みます。

目安：月に�回前輪の清掃方法
ゴミが絡まりやすいため、動きが悪いと感じたら定期的に清掃を行ってください。

目安：月に�回ホイールの清掃方法
ゴミが絡まりやすいため、動きが悪いと感じたら定期的に清掃を行ってください。
※ホイールの取り外しはできません。



お願い
バッテリーは必ずメーカー規定のものをご使用ください。(電気ショック、火災、製品破損の原因になります)

運転が完全に停止するまで放電させて、電源を切ってから取り出してください。(故障の原因になります)

バッテリーの寿命は周囲温度、使用時間などの条件により異なります。

��

本体の電源を切り、ドライバーを使って電池カバーを取り外します。

絶縁部分を握りながらバッテリーを取り出し、コネクターをつまみながら外
します。

新しいバッテリーの印字面を上にし、コネクターをカチッと音が鳴るまで差
し込みます。

電池カバーを取り付け、ネジをしっかりと締めます。

�

�

�

�

トラブルシューティング
バッテリーの交換方法
バッテリーは消耗品です。正しく充電しても稼働時間が著しく短くなった場合は、
寿命となります。バッテリーの交換をお願いいたします。

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リサイクル可能なバッテリーとなっており
ます。
ご使用済の製品は、分解せずにそのまま最寄りのリサイクル協力店に設置してある「充電式
電池リサイクルBOX」に入れてください。
充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人 JBRCホ
ームページ(http://www.jbrc.com)を参照してください。

Li-ion

バッテリーのリサイクルについて

動画解説



本体底面の電源スイッチがONになっているか確認する。

ロボット掃除機の充電を行う。

リモコンの電池の交換を行う。

リモコンの操作範囲内にあるか確認する。

それでも解決しない場合は、電源を一度切ってから再度入れて再起動してください。

��

よくある質問
修理を依頼する前に以下の項目をご確認の上、カスタマーサポートまでご連絡ください。

ロボット掃除機が動かない。

以下の方法をお試しください。

電源コードなどの障害物に引っかかっている。

バッテリー残量が少なくなっているまたはバッテリーの寿命が短くなっている。

�cm以上の高さの段差がある。

黒い絨毯やカーペットなどがあり、ロボット掃除機が段差と認識している。

ランプ表示やビープ音を確認し、�Pを参考にエラー内容を特定する。

清掃途中で止まってしまう。

以下の原因が考えられます。

予約送信時にホームボタンがピンク色に点灯し、ビープ音が鳴っていなかった場合。(予約完了していない)

本体のバッテリー交換などを行った場合。(再度予約を入れ直してください)

リモコンの現在時刻がズレてしまっている。

以下の原因が考えられます。

吸引口にある異物を取り除く。

ダストボックスを空にする。

フィルター類を清掃する。

フィルター類やサイドブラシが濡れていないか確認する。

吸引力が弱くなった。

以下の方法をお試しください。

予約設定した時間に清掃を開始しない。

?

A

?

A

?

A

?

A



��

清掃予約は一度電源を切った場合、リセットされる？

本体が記憶しているため電源を再度入れたあとも清掃を行います。ただし、バッテリー
交換や完全放電した場合は予約を入れ直す必要があります。

?

A

充電ドックの左右�m、前方�mの範囲内にある障害物や赤外線を発するものを取り除く。

充電ドック本体や充電端子、ロボット掃除機のセンサーを柔らかく乾いた布でから拭きする。

充電ドックのインジケーターランプが点灯しているか確認する。

��Pを参考に、充電ドックの位置を変える。

充電ドックが別の部屋にあるなど、距離がある場合は範囲を狭めて清掃させる。(�部屋ずつが理想です)

ロボット掃除機が充電ドックに戻らない。

以下の方法をお試しください。

サイドブラシ、バンパー、ホイールにゴミなどの異物がないか確認する。

センサー、ホイールを柔らかく乾いた布でから拭きする。

電源を一度切ってから再度入れて再起動する。

ロボット掃除機の動きが通常と異なる。

速度が変化する場合は、障害物を検知したり走行方向を判断する際に速度を落とすこと
があります。それ以外の症状につきましては、以下の方法をお試しください。

センサーが汚れている(柔らかく乾いた布でから拭きしてください)。

暗い色の壁や扉、家具、キャスター付きの器具など床から浮いたものには衝突する場合があります。

本体後部には障害物を検知するセンサーがないため、後退したときに衝突する場合があ
ります。それ以外の症状につきましては、以下の原因が考えられます。

障害物などによく衝突する。

?

A

本体底面の電源スイッチがONになっているか確認する。

電源アダプターがコンセントと充電ドックに差し込まれているか確認する。

充電端子を柔らかく乾いた布でから拭きする。

充電ドックにロボット掃除機を置いた際に、ホームボタンが赤色に点滅しているか確認する。

周囲温度が�度～��度の場所で充電を行う。

充電ができない。

以下の方法をお試しください。

?

A

?

A

?

A



��

スリープモードから待機状態に戻らない。

待機状態のまま約�分間経過すると自動的にスリープモードになりますが、ホームボタン
を約�秒間長押しした場合もスリープモードとなります。再度ホームボタンを約�秒間長押
しまたはリモコンのON/OFFボタンを押すと、待機状態に戻ります。

?

A

水拭きしたときに床に水たまりができる。

給水口のゴム栓がしっかり締まっているかご確認ください。

?

A

モップがすぐ乾いてしまう。

あらかじめモップを濡らしてからご使用いただくか、ゴム栓の摩耗や汚れがないかご確
認ください。

?

A

サイドブラシに髪の毛などのゴミが絡まっていないか確認する。

サイドブラシのLRが合っているか、またはカチッと音が鳴るまで押し込んでいるか確認する。

サイドブラシが回らない、外れる。

�Pのご使用できない場所に記載されている敷物でなくても、材質によってはうまく運転
しない場合があります。それ以外につきましては、以下の方法をお試しください。

?

A

センサーを柔らかく乾いた布でから拭きする。

落下する恐れがある場所では障害物などを利用して、落下を防ぐ。

落下防止センサーは、約��cm未満の段差を認識できません。センサーが床面から反射す
る、床の色が濃いまたは汚れている場合はうまく機能しないことがあります。
それ以外の症状につきましては、以下の方法をお試しください。

段差を回避しない、落下する。?

A



��

仕様 X� X�

外形寸法

重量

定格電圧/電力

電池仕様

ダストボックス/水タンク容量

充電時間

清掃時間

稼働音

直径���mm×高さ��mm

�.�kg

��.�V/��W

����mAhリチウムイオン

���ml/��ml

��� - ���分

�� - ��分

��dB

本体カラー ホワイト

吸引力 ���Pa

直径���mm×高さ��mm

�.�kg

��.�V/��W

����mAhリチウムイオン

���ml/��ml

��� - ���分

�� - ��分

��dB

ブラック

���Pa

付属品(消耗品)は、弊社公式サイトでお買い求めいただけます。

上記の付属品の販売を取り扱っております。詳しくは弊社公式サイトをご覧ください。

サイドブラシ

ダストボックス

高効率フィルター

一次フィルター

リチウムイオンバッテリー

電源アダプター

本体仕様

https://take�tech.com/



お願い
ご購入者様不明の製品(オークション・フリマサイト・リサイクルショップなど) につきましては保証対象外とさせていた
だきます。それでも修理をご希望の場合は、有償で修理を承ります。
保証書は再発行いたしませんので、内容を正しくご記入のうえ、ご購入明細と合わせて大切に保管してください。

送料は初期不良と判断した場合弊社が負担いたします。通常の保証修理の際に、場合により配送費のご負担をお願いす
ることがございます。保証期間経過後につきましては往復配送費のご負担をお願いいたします。
保証期間外の修理の際に、先に着払いで発送いただいた場合は、発送費用を別途ご請求となりますのでご注意ください。

下記の項目のご準備をお願いいたします。

不具合についてはわかる範囲で構いませんので、可能な限り詳しくお伝えください。

ご準備がお済みになりましたら、下記へご相談ください。

製品名
注文番号
購入日
購入店舗名
お客様氏名またはご購入者様氏名(フルネームにてお願い致します)

いつから
どんなとき（なにをしたとき）
どんな症状か
発生の頻度
症状の再現の有無（動画撮影していただく場合がございます）
症状が出る前に行ったこと

customer@take�tech.com

���-���-����
https://take�tech.com/
���dyshhご連絡はLINE@が便利です。

��

カスタマーサポートへのご連絡の前に

カスタマーサポート



��

本製品はご購入より�年間の製品保証となっております。

バッテリーを含む消耗品の保証期間は、６ヶ月間となります。

保証期間中に、正しく使用されていたにも関わらず故障が発生した場合は、カスタマーサポートへ修理を

ご依頼ください。

弊社へお送りいただき、不具合症状が確認できた場合には無償修理いたします。

初期不良の場合につきましても、一度弊社へお送りいただき、不具合症状を確認できた場合に交換などの

対応をさせていただきます。

保証期間経過後の修理につきましてもご相談ください。※有償修理となります。

本製品の保証範囲は日本国内に限り、有効です。

保証期間内であっても、下記の状態を確認した場合、保証対応はいたしかねます。

注文番号が不明など、ご購入者様の証明ができない場合。

製品への改造などが加えられている場合。

使用方法の誤りなど、お客様ご自身の原因による故障の場合。

製品のお手入れ・清掃など取扱説明書に記載されているメンテナンスを行っていないと判断される場合。

落下など、外部からの衝撃による故障の場合。

水没や火元などが原因とされる故障の場合。

天災(地震・風水害・落雷など)が原因の故障の場合。

@takeonetech

@take�tech

take�tech

@take�tech

テイクワンテクノロジー

テイクワンテクノロジー株式会社
〒���-���� 北海道札幌市中央区北�条
西�丁目�-��あおいビル
メール：custmer@take�tech.com
公式LINE：＠���dyshh

(お急ぎの方はこちら）

保証期間：ご購入より�年間/バッテリー含む消耗品は６ヶ月間

保証サポートについて

保証

Take-one ロボット掃除機 X�/X� 保証書

( )  　　　 －

(  　 　 )

お 名 前

ご 住 所

電話番号

お買い上げ日 年　　　月　　　日
販売店名・電話番号

電話番号

お

客

様

記

入

欄


