
使用上の重要な情報が書かれています。
ご使用前に必ずよく読み、なくさないよう大切に保管してください。

ロボット掃除機 N1Plus 
N1PLUS-E

N1PLUS

取扱説明書兼保証書





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。

目次
1. 安全上のご注意

2. 同梱内容

3. 製品紹介
本体正面・本体裏面・充電ドック・・・4
ダストボックス・2in1 ダストボックス・リモコン・・・5

4. ご使用前に
掃除前の準備・充電ドックの設置・・・7
サイドブラシの取付・2in1 ダストボックスの使用・・・8
インジケーターランプの・・・9

5. 使用方法
充電・起動 / 清掃開始 / 一時停止・・・10
リモコンボタン各機能説明・・・11

6. アプリの使用方法
アプリの準備・新規アカウント作成・・・13
ロボット掃除機と連携・・・14
アプリ機能説明・・・16

7. メンテナンスについて
ダストボックス・・・17
2in1 ダストボックス・メインブラシ・・・18
サイドブラシ・・・19
前輪・センサーと充電端子・・・20

8. トラブルシューティング

9. こんなときは

10. 製品仕様

11. バッテリーの交換方法

12. アフターサポート

13 保証

02

03

04

06

10

13

17

21

22

24

25

26

28



2

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。

 危険

・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 0℃～ 40℃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。

 警告
・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。

 注意
・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。
・すべての 2.4Ghz 周波数帯に対応する機器およびアプリとの接続および動作を保証するものでは
ありません。

安全上のご注意
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同梱内容

2in1 ダ ス ト ボ ッ ク ス 
（N1PLUSのみに付属）

モップ
（N1PLUS のみに付属）

＋

ダストボックスアダプター

高効率フィルター
（本体＋交換用）

クリーニングブラシ サイドブラシ 取扱説明書

取扱説明書

乾電池（単４×2 本）リモコン

本体 充電ドック
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製品紹介

本体正面

正面

裏面

充電ドック

本体裏面 落下防止センサー

充電端子

電源差込口
ケーブル収納

滑り止め

充電端子

前輪
サイドブラシサイドブラシ

バッテリー

メインブラシ

ダストボックス

タイヤ タイヤ

インジケーターランプ

充電端子

前部バンパー

スタート / 一時停止

ホームボタン（自動充電）

Wi-Fi インジケーターランプ

側部バンパー

スピーカー
電源スイッチ（ON：｜OFF：○）

ダストボックスの留め具
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ダストボックス

リモコン

２in1 ダストボックス

一次フィルター

スポンジフィルター 高効率フィルター

オートモード

前進

左回転

位置確認

吸引力変更

スポットモード

ホームボタン
（自動充電）
スタート / 一時停止

右回転

エッジモード

排水量調整

２in １ダストボックス蓋

高効率フィルター
スポンジ

一次フィルター
逆止弁

注水口

留め具

ダストボックス蓋

留め具

逆止弁

ダストボックス

2in1 ダストボック
リモコンは単 4 電池 2 本をご使用ください

※モード切り替え、回転・進行方向の切り替えは一時停止してから操作します。



6

落下防止センサーについて

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。

部屋をあらかじめ片付ける

・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。

　  ご使用できない場所
( 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 )

・1cm 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 1㎡以下の空間
・高さが 77mm 以下のスペース
・床に多量の水などがある場所
・液体の掃除をしないでください
例：除湿剤、ペットなどの排泄物、多量の砂や粉、ガラスや針などの突起物、湿ったもの、水など
の液体。
・吸わせてはいけないもの：長いひも状の素材、粘着性のあるもの、食品用ラップや包装フィルム
などの通気性の悪い素材、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。

ご使用前に
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注意
・充電ドックに直射日光は当てないでください
・充電ドックの周りに鏡など反射性が強い物を置かないでください
・充電ドックを固定位置に配置することをお勧めします。ロボット掃除機が充電ドックに帰還でき
ない可能性があるため、掃除中に充電ドックを移動させないでください。

掃除前の準備

・スムーズに掃除できるように、あらかじめ部屋を片付けてください。
・バンパー左右に挟んでいる緩衝材を取り外してください。

充電ドックの設置

・電源アダプターをコンセントに差し込みます。

・充電ドックは壁を背にして設置し、前方約 2 ｍ 両サイド１m の範囲に障害となる物
を置 かないようにします。（表示ランプの点灯を確認してください）

1m

2m 1m

※必ず純正品をお使いください。
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サイドブラシの取り付け

・サイドブラシは本体の方向表示（L・R）の通りに取り付けます。
・サイドブラシは 手ではめ込むことで取り外しが可能です。（カチっと音が鳴るまで、
はめ込んでください）外す際はブラシの根本を引っ張ってください。
・L は左側、R は右側に 取り付けてください。

L R

❷ 水タンクのゴム栓を外し、水を注
入し、蓋を閉めます。

2in１ダストボックスの使用

❶ 付属モップを水タンクの底面の端に合わせ
て貼り付け、平らになるように押さえます。
すぐに使用する場合はあらかじめモップを濡
らしておくとすぐに水拭きできます。

❸ 2in1 ダストボックスを本体に取り付けま
す。

❹ 清掃開始します。
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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。

青色に点灯 待機状態

充電完了

スリープ状態 / 電源が OFF になっている

充電中

青色に点灯 + ビープ音が 5 回

OFF

青色にゆっくり点滅

インジケーターランプの説明

ランプ表示 状態
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起動 / 清掃開始 / 一時停止
　
　 起動
電源スイッチを入れると（ON：｜）、掃除機が起動します。

充電
充電方法
🅐自動充電  🅑手動充電 🅒アプリから充電

🅐自動充電
ロボット掃除機は 清掃中に電力が 15％以下になると、自動的に充電ドックに帰還して
充電します。
🅑手動充電
ロボット掃除機は 清掃中にリモコンの HOME ボタンを押すと、充電ドックに帰還して
充電します。
🅒アプリから充電
ロボット掃除機は 清掃中にアプリの充電ボタンを押すと、充電ドックに帰還して充電し
ます。

注意事項
・電量を使い切ってから充電してください。充電時はフル充電してください。初回充電は必ず５時
間以上行ってください
・清掃後、ロボット掃除機が充電ドックに帰還できるよう、充電ドックは常に通電状態にしてくだ
さい。
・充電中ロボット掃除機の電源スイッチは ON（｜）にしてください。

充電中本体の自動充電ボタン「　　」の点灯状態の説明

充電状態

電量低下 / 充電ドックに帰還中

充電中　

充電完了

自動充電ボタンの点灯状態

青色に点滅

青色にゆっくり点滅

消灯

　 清掃開始
起動後、AUTO ボタンを押すと、ロボット掃除機のオートモードが開始します。

　 一時停止
清掃中、AUTO ボタンを押すと、ロボット掃除機は一時停止します。

　 長期間ロボット掃除機を使用しない場合は、電源スイッチをオフ（○：OFF）にして
ください。

使用方法

 パワーブーストについて
床のカーペットを検知し、自動的に吸引力を上げます。
※静音モードと標準モードの吸引力が 1300Pa に上がり、強力モ
ードの吸引力が変更されません。
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　 AUTO ボタン

オートモードで清掃を行います。オートモードは弓
字型走行とエッジモード走行を組み合わせて、効率
的に清掃を行うモードです。お部屋を清掃完了と判
断すると、ロボットは自動的に充電ドックに戻って
充電します。

　 スポットモード

2m×2m の範囲内で、ロボットが円を描くように回
転しながら清掃します。

　 エッジモード

お部屋の壁沿いに清掃します。

　 自動充電ボタン

ロボットは充電ドックに戻って充電します。

　 前進 / 左回転 / 右回転

ロボット掃除機が前進、左に回転、右に回転をコントロールします。

　 スタート / 一時停止

清掃開始（オートモードで開始）/ 一時停止します。

リモコンボタン各機能説明

AUTO ボタン

スポットモード

位置確認ボタン

吸引力変更ボタン 排水量調整ボタン

エッジモード

前進

左回転 右回転

自動充電ボタン

スタート / 一時停止

注意：モード変更と方向転換操作は、一時停止してから操作します
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　 吸引力変更ボタン

吸引力を 3 つのレベルに調整します。
・静音モード：吸引力：600Pa
・標準モード：吸引力：1000Pa
・強力モード：吸引力：2700Pa

　 排水量調整ボタン

水拭き清掃の給水量を 3 つのレベルに調整します。
・高：約 30 秒ごと
・中：約 40 秒ごと
・低：約 60 秒ごと

　 位置確認ボタン

ロボット掃除機からビープ音が鳴り、現在位置をお知らせします。
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アプリの使用方法

アプリの準備
アプリのダウンロード
QR コードをスキャンして、ダウンロードします。
スキャン出来ない場合は、AppStore または Googleplay で「TakeOne Home」と検
索してダウンロードしてください。

新規アカウント作成
アプリ画面はアップデート更新により、仕様が実際と異な
る場合があります。

❶ . 新規登録をタップして、新規アカウント作成画面へ移
動します。

❷ . プライバシーポリシー及びユーザー契約を開き、内容
をご確認された上で「同意します」をタップします。

❸ . 国 / 地域とメールアドレスを入力し、認証コードの取
得をタップします。
※キャリアメールアドレスはセキュリティによりメールが
届かない場合がございます。フリーメールアドレスで登録
するか、ドメイン指定（@notice.2.ismartlife.me）でメー
ルを受信できるように設定してください。

iOS Android

アプリ内にてネット接続権限と位置情報を許可してください。
拒否した場合、一部の機能がご利用できない場合があります。
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❹ . 入力したメールアドレスに届いた認証コードをアプリ
内に入力します。

❺ . パスワード ( 半角英字と数字を含む 6 ～ 20 桁 ) を入力
し、完了をタップします。

❷ . アプリ内項目の「デバイスを追加」をタップすると、ロボット掃除機を自動で検知
します。

ロボット掃除機と連携
連携前にデバイス側（スマホ・タブレット等）の Bluetooth 機能を ON にしてください。

❶ . 掃除機の自動充電ボタンを約 3 秒長押しし、Wi-Fi ランプが青く点滅する事を確認
してください。

3 秒長押しする
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❸ . 追加したいデバイスにチェックマークがついているこ
とを確認して、[+] ボタンを押します。

❹ .2.4GHz 帯の Wi-Fi を選択し、パスワードを入力します。
※ 5GHz 帯の Wi-Fi は使用できません。

❺ . 画面で「追加成功」表示後、右上の「完了」をタップ
すると、アプリの操作画面へ移ります。

接続動画はこちら

QR コード
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アプリ機能説明

❶ ❷

❸

❹ ❺ ❻

アプリ画面の説明

❶ . 前画面に戻ります。

❷ . ロボットの設定情報画面を開きます。

❸ . ロボットの現在の状態を表示します。

❹ . 清掃エリア：現在清掃した面積を表示します。

❺ . 清掃時間：清掃開始から経過した時間を表示します。

❻ . バッテリー：現在のバッテリー残量を表示します。

操作ボタンの説明

・清掃スタート / ストップ
清掃開始（オートモードで開始）/ 一時停止します。

・オート / エッジ / スポット
各モードで清掃を開始します。詳しくは P11 で参照してください。
※清掃中のモード変更は出来ません。ロボットを停止させてから任意のモードを選択し
てください。

・Manual
ロボットを前進、左に回転、右に回転させます。
※ロボットが停止中にのみ操作が出来ます。

・マップ
ロボットが検知したマップを表示します。
※お部屋の間取りを正確に表示するものではございません。
※ロボットが停止するとマップはリセットされます。

・充電
ロボットは充電ドックに戻って充電します。

・予約清掃
清掃したい時間 / 曜日を予約します。
※オートモードで清掃を開始します。

・その他
清掃に関する設定・確認を行います。

・吸引力
・清掃記録
・ロボットの位置確認
・消耗品の交換目安
・ビープ音を消す
・水拭き給水量
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注：
①定期的にフィルターを交換することをおすすめします。ダストボックス、一次フィルターとスポ
ンジフィルターは 2 週間に一回ほど水洗いすることをおすすめします。
（高効率フィルターは水で洗浄しないでください。）
②一次フィルターとスポンジフィルターは水洗い後直射日光を避け、スポンジはタオルで抑えるよ
うにして水分をとり、よく乾かしてから取り付けてください。

ダストボックス

毎回使用後ダストボックスとフィルターを清掃することを推奨します。

❶ ダストボックスの留め具を押しなが
ら、ダストボックスを外します。

❷ ダストボックスを開け、 フィルター
を取出し、ダストボックス内のゴミを捨
てます。

❸ クリーニングブラシあるいはぞうきん等
でフィルタ ーの汚れを落とします。

メンテナンスについて



18

メインブラシ

❶ 本体を裏返して、メインブラシカバーを外し、メインブラシを取り外します。
クリーニングブラシを使用し、ブラシに絡まった 髪の毛を取り除きます。
❷ メインブラシを水洗いして、よく乾かしてから取り付けてください。

2in1 ダストボックス

❶ 水拭き後はできるだけ早くモップを取り外してください。
モップが汚れた場合は、60℃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。
水洗い後は、十分に乾かしてからご使用ください。

❷ 水タンクお手入れ：水タンクの中に残っている水を出し切ってください。
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。
濡れてままの水タンクを本体に取り付けないでください。

❸ フィルターの清掃：清掃効果を維持するため、2 週間に 1 回を目安にフィルターを
清掃することを推奨します。

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。
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サイドブラシの毛先が変形してしまった場合は、サイドブラシ を 50 度～ 60 度のお湯
につけて 5 ～ 10 秒ほどゆがくようにして、毛先を整えてください。サイドブラシの水
分をタオル等で拭き取ります。サイドブラシは直射日光を避け、よく乾かしてから取り
付けてください。
注：やけどに注意し、手に直接湯がかからないようにしてください。

サイドブラシ

❶ クリーニングブラシを使用し、ブラシに絡まった 髪の毛を取り除きます。
❷ ぞうきん等でサイドブラシを清掃します。
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前輪

本体を裏返し、細いマイナスドライバーを使って前輪を取り外します。絡まった髪の毛
やゴミを取り除いてください。
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。

センサーと充電端子

やわらかく乾いた布で各センサーを拭いてください。
注：センサーを清掃する時、水や洗剤など使用しないでください。
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ランプ表示 状態番号 解決方法

トラブルシューティング

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。

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
清掃するホイールが浮いている / 落下防止センサーの危機感知赤色に点灯

充電時に赤色に点滅 + ビープ音 電源が OFF になっている 電源を ON にする

赤色に点滅 バッテリー残量の低下 本体を充電する

青色 / 赤色交互に点滅 サイドブラシの異常 異物がないか確認 / 取り除く

青色 1 回 / 赤色 2 回に点滅 バンパーの異常 バンパーを軽く押して異物がないか確認する

青色 1 回 / 赤色 3 回に点滅 ホイールの異常 ホイールに絡まっているゴミを取り除く

2

3

4

5

6

1
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修理依頼やお問い合わせの前にもう一度お調べください。
ロボット掃除機が動かない。

・本体側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。

本体が移動できません。

・絡まったものを取り除き、安全なところにおいて再起動してください
・段差等で止まった、脱輪した、狭い場所や暗い場所で切り返しができないことがあります。
安全なところにおいて再起動してください

清掃途中で止まってしまう。

・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。
・2cm 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、P5 を参考にエラー内容を特定する。

吸引力が弱くなった。

・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。

予約設定した時間に清掃を開始しない。

・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 )
・ネットワークが接続されていない、Wi-Fi については HP のよくある質問の「Wi-Fi について」
を参照してください。

こんなときは

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。

予約清掃がされない。

・バッテリー残量が足りないときは予約清掃が開始できません。
・インターネット接続状態をご確認ください。インターネットに接続してない時は予約清掃
設定が更新できません。
※ネットワークエラーは HP のよくある質問「Wi-Fi について」を参照してください

ロボット掃除機が充電ドックに戻らない。

・基本的に充電ドックの近くまで来るまで探しまわります、そのため戻る時間がかかること
があります
・充電ドックの左右 1m、前方 2m 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。
・P6 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。(1 部屋ず
つが理想です )

充電ができない。

・本体側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 0 度～ 35 度の場所で充電を行う。
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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。
・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。

障害物などによく衝突する。

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。
・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。
・出荷時に貼ってあるセンサー部のフィルムを剥がさず使用した場合、センサーが反応しな
い場合がございますので必ず剥がしてからお使いください。

段差を回避しない、落下する。

落下防止センサーは、約 8cm 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。
・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。

サイドブラシが回らない、外れる。

P6 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。
・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。

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 1 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 3 秒間長押しした場合もスリープモードとなります。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。

持ち上げるとエラーが表示されます。

持ち上げると、浮いているというエラーやタイヤの異常といったエラーが表示されることが
あります。安全な場所に置くと解消されます。

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。

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。

アプリの連携ができない、Wi-Fi につながらない。

HP のよくある質問から「Wi-Fi について」を参照してください。

WIFI 接続できません。

・Wi-Fi の SSID、パスワードがあっているかを確認してください。
・操作手順をもう一度ご確認ください。（スマートフォンのデバイスによって接続手順が一
部異なる場合があります）
※ネットワークエラーは HP のよくある質問「Wi-Fi について」を参照してください。

修理・使い方・お手入れはテイクワンテクノロジー HP の「よくある質問」
または公式 YouTube をご活用ください。
【よくある質問】https://take1tech.com/pages/faq

【YouTube】https://bit.ly/33Xlp80
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製品仕様

名称

名称

名称

仕様

仕様

仕様

本体

充電ドック

充電アダプター

型番

カラー アイスホワイト / ジェットブラック

320 × 320 × 76mm

2.8kg

59dB ～ 72dB

2600mAh

32W

5 ～ 6 時間

70 ～ 120 分

680ml

本体サイズ

本体重量

吸引力

バッテリー容量

段差つ乗り越え能力

サイズ

定格電力

定格入力

入力

定格出力

出力

18mm（最大）

75 × 184 × 140mm

11.4W

19V  0.6A

100 ～ 240V  50/60Hz  0.5A Max

19V  0.6A

19V 0.6A

15º坂登能力

稼働音

定格電力

充電時間

作動時間

ダストボック容量

2in1 ダストボックス
（N1PLUS 専用）

ダストボック容量：350ml
水タンク容量：260ml

N1PLUS（2in1 ダストボックス付き）
N1PLUS-E（2in1 ダストボックス付かない）

静音モード：600Pa
通常モード：1000Pa
強力モード：2700Pa
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　　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。

バッテリーの交換方法

動画解説

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。

❶ 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。
❷ 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。
❸ 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。
❹ 電池カバーを取り付け、ネジをしっかりと締めます。

Li-ion

バッテリーのリサイクルについて
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アフターサポート

1. カスタマーサポートへのご連絡の前に 2. ご準備がお済みになりましたら、下記へご相談ください。

3. 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。

下記の項目のご準備をお願いいたします。
　 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。
　 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（動画を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@take1tech.com
011-596-7829
https://take1tech.com/
@547dyshh ご連絡は公式 LINE が便利です。

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
途ご請求いたしますのでご注意ください。
・修理の際は、ダストボックスを空にしてからお送りください。清掃料を別途ご請求する場合がございます。

サイトブラシ
ダストボックス・2in1 ダストボックス（水タンク）
高利率フィルター
リチウムイオンバッテリー
電源アダプター
リモコン

公式サイトはこちら

QRコード

https://take1tech.com/
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ご注意
本製品は 2.4Ghz 周波数帯にのみ対応しています。安定性と速度のある固定回線（光回線）と据え置き型ルーターの使用を前提とした設計となります。SIM カードや LTE など
モバイル回線を使用したモバイルルーターやポケット Wi-Fi、テザリングはサポート不可となります。（※ご使用の Wi-Fi ルーターが 2.4Ghz ルーターまたは 2.4Ghz 周波数帯
に対応したルーターであることをご確認ください）

免責事項
お客様は、本サービスを利用する環境・通信状況の変化・その他の外部事情など客観的条件により、デバイスまたはアプリと携帯端末等の間でバグや不具合が生じ、本サービス
を正常に利用できない可能性があることをあらかじめ承諾するものとします。当社は、本サービスがすべての OS に等しく対応していることを保証するものではなく、バージョ
ンアップ等により本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることを予め承諾するものとします。当社は、不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により当該
不具合が解消されることを保証するものではありません。当社は本サービスの中断、停止、終了、利用不能または変更、当社の提供する情報などに起因する損害その他事由の如
何を問わず、本サービスに起因または関連して生じた損害につき、賠償する責任を負わないものとします。ただし当社の故意または重大な過失に起因する場合についてはこの限
りではありません。お客様の誤使用による本製品の故障・トラブルに関しましては保証の対象外となります。すべての 2.4Ghz 周波数帯対応の機器とアプリとの接続および動作
を保証するものではありません。本製品を使用することによって生じた他の使用機器および端末機および家財の故障・トラブル、データの消失・破損等に関して弊社は一切の責
任を負いません。予めご了承ください。
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保証サポートについて

・本製品はご購入より 1 年間の製品保証となっております。
・バッテリーの保証期間は、６ヶ月間となります。その他消耗品は初期不良のみ保証い
たします。
・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 ( ご購入日から 1 週間以内にお送りくだ
さい )。
・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。
・保証書の紛失、またはレシートや購入履歴が不明または書き替えがあった場合
・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
・故障の原因がお客様による輸送・移動中の落下等の衝撃による破損・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、その他災害や異常電圧、指定以外の電源・電圧・周波数など）
が原因の故障の場合
・一般家庭用以外に使用された場合の破損・故障
・消耗品、本体以外の付属品の消耗
・摩耗や劣化などによる寿命のある部品の交換
・通常使用の範疇を超える状況下での故障

ロボット掃除機 Take-one  N1Plus 保証書

お
客
様
記
入
欄

お 名 前

ご 住 所 〒

電話番号

お買い上げ日

販売店名・電話番号

保証期間：ご購入より 1 年間 / バッテリーは６ヶ月間

（　　　）　　　ー

電話番号（　　　）　　　ー

年　　月　　日

テイクワンテクノロジー株式会社
〒 060-0001 北海道札幌市中央区北 1 条西 7 丁目 1-15 あおいビル
メール：customer@take1tech.com
公式 LINE：＠ 547dyshh( お急ぎの方はこちら）

@take1tech

@take1tech

take1tech

takeonetech

テイクワンテクノロジー

保証




