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型番：N1

アプリで予約設定・稼働操作
掃除機・水拭き同時作動
Take-One IOT家電連動可能
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本製品をご使用になる前に、この「安全上のご注意」を必ず読み、その指示に従ってください。
本製品は誤った取り扱いをした場合、火災、感電、けがなどの事故が発生する可能性があります。
事故を未然に防ぐため、この取扱説明書をよく読み、本製品を安全にご使用ください。

安全上のご注意
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本製品をご使用になる前に、この「安全上のご注意」を必ず読み、その指示に従ってください。

本製品をご使用前に、必ず掃除機の作動範囲から、掃除機の吸い込み口やローラーに巻き込みや
すいものや壊れやすいもの、カーテン、クロス等を床から取り除いてください。

本製品は誤った取り扱いをした場合、火災、感電、けがなどの事故が発生する可能性があります。
事故を未然に防ぐため、この取扱説明書をよく読み、本製品を安全にご使用ください。

ロボット掃除機の落下防止センサー、衝突防止センサーについて、光量の足りない暗い場所や、黒
い色の段差や、暗い段差、高さが低い段差ではセンサーが反応しないことがあります。掃除機の故
障ではございませんので、作動環境を変えるなどしてご対応いただきますよ うお願いいたします。

交換用アクセサリは本製品のオリジナル付属品をご使用ください。

本製品は室内の清掃のみ使用できます。

電源電圧が充電器の電源電圧と一致するかどうかをご確認ください。 周囲温度が 0°C以下また
は 40°C以上の場合は充電しないでください。
 
ダストボックスとフィルターが正しく取り付けられていることを確認してからご使用ください。可燃
性の液体、液体、ガスまたは揮発性物質で掃除機を拭かないでください。また、可燃性液体を機械
に吹き付けないでください。

階段などの段差がある場所で、リモコン操作にて、ロボット掃除機を前後左右に動かした結果、掃
除機が落下してしまい、破損してしまった場合は、製品保証の対象外となりますので、ご注意くださ
い。

本製品は、 0―40°C以内の環境で使用可能です。

指、服、髪などを吸い込まないようにご注意ください。
 
小さなお子様やお年寄りのいるお部屋では注意してロボット掃除機を作動させてください。
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床が湿っていたり、床に水がある場合は、ご使用をお控えください。モーターが燃焼してしまう危
険があります。

本製品を喫煙用具、ライター、または可燃性の火災の原因となる可能性のある他のものと一緒
に使用しないでください。
 
使用前には、ダストボックスの内部と吸込口を清掃し、髪の毛やほこりなどを取り除いてください。 

火災や感電を防ぐため、重いものを充電器の電源コードの上に置かないでください。また、コード
を曲げたり、鋭利なもので電源コードを突き刺したりしないでください。 本製品が電源コードに
引っかからないようにし、電源を熱から遠ざけてください。

専門技術者または認定技術者のみが本体を分解できます。 お客様ご自身で機械を分解しない
でください。お客様自身で機械を分解や改造された場合は、保証サービスはご利用できなくなり
ます。

充電台が損傷している場合は、ご使用をお控えください。

充電器の電源またはロボット掃除機本体が破損している場合は、使用しないでください。 修理
または交換をご依頼ください。

落下を防ぐため、本体はテーブルやいすの上に置かないでください。
 
充電する前に充電器と充電台が正しく接続されているかをご確認ください。

万が一電池内部の液体 が流出して皮膚についた場合は、すぐに水ですすいでください。液体が
目に入った場合はすぐにきれいな水ですすぎ、医師に相談してください。

バッテリ一を抜く前には必ず電源を切ってください。
 
充電中、手で充電器に触れたときは熱を感じますが、これは機械の異常ではありません。

ご使用の際は、本マニュアルの指示に従ってください。 不適切な使用による誤動作、損傷、人身
傷害、財産の損失 についてメーカー及び販売店では責任を負わないものとします。



2.1 本体と付属品一覧

本体×1 充電ドック×1

サイドブラシ×4 清掃道具×1

アダプター×1

取扱説明書×1

*すでにロボットに取り付けたものを含まれません。
ご注意：

製品構成
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フィルター×1

リモコン×1
水タンク×1

モップ×1

ロボット掃除機
N1取扱説明書



2.2 各部品の名称
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電源差込口

上面カバー

起動ボタン
自動充電ボタン

バンパー
（衝突防止センサー）



充電ドック
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本体底面

電源ライト

充電端子

充電端子

落下防止センサー

前輪

サイドブラシ

電源スイッチ

メインホイール

吸い込み口



06

ダストボックス

フィルター

ダストボックスカバー
スポンジフィルター

ダストタンク
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水タンクとモップ

水タンク

モップ



2.ドライバーでサイトブラシを上図のように取り付けてネジで固定します。
3.ご使用する前に、バンパー左右に挟んでいる緩衝材を取り外して下さい。

感電注意！乾いた手で
操作してください。

ご使用前に
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1. 充電台は壁を背にして設置し、前方約1.5m両サイド0.5mの範囲には障害に
　なる物は置かないようにします。

充電ドック

3.1 充電ドックの設置

4. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
5. 充電：ロボットの充電端子を充電ドックに合わせて設置して下さい。
6. 起動：ロボットの底面にある電源スイッチを「 I 」にして、上面にある起動ボタンを押すと、作
　　　　動します。
7. 使用方法
リモコンでの操作方法 : リモコン操作方法ページをご参考ください。

充電ドック本体

充電端子を合わせ
て下さい。

以上

以上以上

壁

電源差込口



使用方法
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4.1本体のボタンとライト

自動充電ボタン起動ボタン

ボタン 操作と機能 ライトの状態

1. 一回押すと、自動清掃モードが開始します。 起動ボタン：青く点灯
自動充電ボタン：消灯

2. 二回連続で押すと，スポット清掃モードが開
　始します。

起動ボタン：青く点灯
自動充電ボタン：消灯

3. 長押しすると、電源がオフになります。 起動ボタン：消灯
自動充電ボタン：消灯

1. 一回押すと、自動充電します。 起動ボタン：消灯
自動充電ボタン：点滅

2. 二回連続で押すと，スポット清掃モードが開
　始します

起動ボタン：消灯
自動充電ボタン：点灯

3. 5秒ほど長押し、吸引力が右の2のパターンで
　変換となります。

ビープ音1回＝800Pa
ビープ音2回＝1300Pa

自動充電ボタン
の長押し

ビープ音が鳴るまで長押しすると、
WIFI 連携がリセットされます。

自動充電ボタン：
青いライトと赤いライト
が交互に点滅します

起動ボタン

自動充電ボタン
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4.2 水タンク使用ガイド

1. 水タンクの栓を引き上げて（矢印のある方）右に回し，水を入れて，栓を元に戻し、しっか
　り閉めます；
2. モップを使用する前に、水で濡らした後、絞ってから取り付けてください。水タンクの水を
　節約し長く水拭きができる効果があります;
3. モップを上図の通りに取り付けます；
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1.水タンクを本体の底面に取り付けて、起動すると、清掃と水拭きを同時に行うことができま
　す。カーペットの上では水拭きはできませんので、ご注意ください。機械の故障やカーペッ
　トの汚損につながる恐れがあります。

4.2.1水タンクの取り付け方法



12

4.3 リモコンの操作
4.3.1 ボタンの名前

スタート/一時停止

電源ボタン

自動充電

吸引力調整

エッジモード

現在時刻ボタン

予約ボタン

前進

右回転

後退

スポットモード

左回転
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4.3.2 ボタンの説明

電源ボタン 1.待機状態の際に，このボタンを押すと、ロボットはスリープモ
　ードになります。
2.作動中に，このボタンを押すと、ロボットはスリープモードに
　なります。

スポットモード このボタンを押すと、ロボットはスポットモードになり，現在
位置を中心に、円を描くように回転し、徐々に周囲を清掃します。

自動充電 このボタンを押すと、ロボットは自動的に充電ドックに戻ります。

前進 このボタンを長押しすると、ロボットは前進し、離すとロボッ
トは一時停止します。

左回転 このボタンを長押しすると、ロボットは左に回転し、離すとロ
ボットは一時停止します。

右回転 このボタンを長押しすると、ロボットは右に回転し、離すとロ
ボットは一時停止します。

後退 このボタンを長押しすると、ロボットは180度回転して前進し、
離すとロボットは一時停止します。

1.待機状態の際に、このボタンを押すと、ロボットは自動掃モー
　ドになり、清掃を開始します。
2.清掃中に、このボタンを押すと、ロボットは待機状態になりま
　す。
3.現在時刻および予約清掃を設定する際にこのボタンを押すと、
　設定が保存されます。

スタート/
一時停止

ご注意：
1. リモコンでロボットを操作する際には、ロボットから 7m以内の範囲で操作してください。
2. 自動充電ボタンを押した際、ロボットが充電ドックを探す途中、お部屋に家具や物が多かった
　り、障害物が多い場合は、充電台回帰に時間がかかり、充電台に戻る途中で電源が切れる場合が
　あります。
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4.3.2 ボタンの説明

エッジモード

現在時刻ボタン

予約ボタン

1.このボタンを押すと、ロボットは壁沿いに清掃します。
2.エッジモードの清掃が完了後、ロボットは自動的に充電ドック
　に戻ります。

吸引力調整 このボタンを押すと吸引力を変更できます。
一回押すごとに、通常モード（800Pa）と強力モード（1300Pa）の
切り替えができます。
ビープ音1回は800Pa，ビープ音2回は1300Paです。

1.電源がオンになっている際に、このボタンを押すと、
　リモコンのスクリーンは「　　」と「　　」が同時に点滅しま
　す。
2.上下ボタンで時間を調整し、左右ボタンで時と分の設定を切り
　替えます。　
3.設定が完了後、スタート/一時停止ボタンを押して保存しま
　す。

1.電源がオンになっている際に、このボタンを押すと、リモコン
　のスクリーンは「　　」と「　　」が同時に点滅します。
2.上下ボタンで時間を調整し、左右ボタンで時と分の設定を切り
　替えます。　
3.設定が完了後、スタート/一時停止ボタンを押して保存します。

ご注意：
1. リモコンでロボットを操作する際には、ロボットから 7m以内の範囲で操作してください。
2. 自動充電ボタンを押した際、ロボットが充電ドックを探す途中、お部屋に家具や物が多かった
　り、障害物が多い場合は、充電台回帰に時間がかかり、充電台に戻る途中で電源が切れる場合が
　あります。
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4.4.1「TakeOne Home」 アプリダウンロード

4.4「TakeOne Home」 アプリの使用

N1ロボット掃除機はアプリを通して設定、操作する必要があります。
下記の二つの方法でアプリをダウンロードしてください。

　①QRコードを読み取ってダウンロードします：

　②APP STOREあるいはGoogle Playで「TakeOne Home」を検索して、アイコン
　　と名前が以下と一致しているアプリをダウンロードします。

＊ご注意：
　アプリをインストールする際に、「TakeOne Home」にネット接続権限と位置情
　報権限を許可してください。権限を拒否した場合は一部の機能がご使用にな
　れない場合があります。

TakeOne Home
テイクワンテクノロジー株式会社
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4.4.2 アカウントを作成

「TakeOne Home」アプリを開き、新規登録をタップして、新しいアカウントを作成します。

4.4.3 デバイスとの連携準備
本体に電源を入れてから、本体上面の　　ボタンをビープ音が一回鳴るまで長押しすると、

ご家庭のWi-Fiとの接続準備ができます。

【Wi-Fi対応条件】本機は2.4GHzのWi-Fiのみ使用可能です。連携が失敗した場合は、ご

　家庭のルーターの仕様をご確認ください。

4.4.4 デバイスを追加
①スマートフォンをご家庭のWi-Fiに接続させた後、TakeOne Homeアプリを開き、デバイスの

　追加をタップして、ロボット掃除機を選択します。

②[点滅を確認後、次へ]をタップします。　

③ご家庭の2.4 G WiFiネットワークを選択して、パスワードを入力します。

④スマートフォンの設定画面より、Smart LifeもしくはTakeOneから始まるWi-Fiを選択し接

　続します。

　ご注意：このWi-Fiはデバイスと接続するために一時的に使うWi-Fiであり、インターネット利用

　不可の仕様になります。

　スマートフォンで「このWi-Fiはインターネットに接続していません」などのお知らせが出た場合、

　他のWi-Fiに切り替えず、そのまま維持してアプリに戻ってください。

　接続完了後、スマートフォンは自動的にインターネット利用可能のwifiに切り替わります。
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4.4.4 デバイスを追加

⑤TakeOne Homeアプリに戻ると、デバイスの追加が完了します

　（追加に失敗したら、ネットワークを確認して再接続を試みます。）
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4.5 アプリでの操作

こちらのアイコンをタップすると、
各清掃モードで作動開始します：

右にスワイプすると、次の機能
が表示されます。

ロボット掃除機からビープ音
が鳴り、自身の位置を知ら
せます

予約時刻を設定します

繰り返しを設定します
（例：一回のみ、日曜日のみ、毎日）

毎回作動する際の通知の有無を設定し
ます。
作動する際、実行する清掃モードを設定。
（自動モードがオススメです）

清掃記録をチェック 他の設定

「II」アイコンをタップすると、一時停止します。
上下左右の十字キーをタップすると、ロボット
の方向を転換できます。

清掃モードの切り替え

一時停止と手動方向回転
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4.6 トラブルシューティング

ライト表示 故障原因 対処方法

左轮不转，左轮负载过大 左メインホイールに絡まっている
ゴミを清掃してください。

右メインホイールに絡まっている
ゴミを清掃してください。

ロボットを硬い床に置き、
再起動させます。

落下防止センサーの不具合 落下防止センサーを清掃し、ホイー
ルに絡まっているものを取り除く。

ロボットを充電してください。

バンパーの不具合 バンパーを押してみて、スムーズに
戻るかどうかをご確認ください。

サイドブラシに異物が絡まっている
かどうかをご確認ください。

バンパーの不具合 バンパーを拭いてください。

吸引モーターの不具合 カスタマーサポートにご連絡くださ
い。

正常に充電できない ロボットと充電コードを直接に繋げ
て充電をお試しください。

ロボットを広い場所に移動させてく
ださい。 

赤く2回点滅
1回ビープ音

赤く3回点滅
1回ビープ音

赤く4回点滅
1回ビープ音

赤く6回点滅
1回ビープ音

赤く7回点滅
1回ビープ音

赤く8回点滅
1回ビープ音

赤く8回点滅
1回ビープ音

赤く11回点滅
1回ビープ音

赤く12回点滅
1回ビープ音

赤く14回点滅
1回ビープ音

赤く16回点滅
1回ビープ音

左メインホイールの不具合

右メインホイールの不具合

ロボットが浮いています

ロボットが障害物に囲まれて脱
出できません。

サイドブラシの不具合

電池残量がなくなりました

以上の対処方法を行っても、問題が解決されなかった場合は下記の方法をお試しください。

1．本体の電源スイッチをON/OFFにして再起動します
2．再起動でも解決されなかった場合は、販売店もしくは修理サービスセンターにご連絡ください



5. 製品メンテナンス
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ご使用頻度や実際の様子を確認して頂き、メンテナンスを行ってください
ご注意

1. 電源をオフにします
2. 月に一回ほど乾いた布で清掃します
3. オイル系のものを使用して拭かないでください。

5.1 バッテリーの保存

長期内に使用しない場合、ロボットを満充電させてから、バッテリーを取り出し、直射日光
、高温多湿を避けて保存してください。

5.2 充電ピンの清掃

充電ピン
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冷風
熱風 X

冷風
熱風 X

1. 上図通りに、ダストボックスのボタンを押しながら取り出します。
2. ダストボックスのボタンを押しながら、カバーを開きます。
3. ダストボックスを空にして，清掃道具で清掃し、水を流して内部を洗います。

5.3 ダストボックスの清掃
初めてのご使用からの1ヶ月は三日間に一回清掃し，その後週に一回清掃します。

4.ダストボックスの上部にあるつめを押して、上部カバーを開き、フィルターとスポンジを取
　り出します。
5.軽く叩いてあるいは、ドライヤーの冷風モードでフィルターにあるホコリを清掃します。
5.流水でスポンジを洗い，乾燥後取り付けます（ご注意：フィルターは水洗い不可）。
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5.4 吸い込み口の清掃

5.5 サイドブラシの取り付け
　　取り外しおよび清掃

1. 定期的に吸い込み口の様子を確認して、清掃道具で清掃します。

サイドブラシ
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サイドブラシの取り外し：
ネジをドライバーで外してから、サイドブラシを取り外してゴミを清掃します。

サイドブラシの取り付け：
1. サイドブラシを枠に合わせてしっかり嵌めます。
2. 手でサイドブラシを回らないように押しながら、ネジを締めます。
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5.6 ホイールの清掃

5.7 センサーを清掃します

上図通りに清掃道具でメインホイールと前輪を清掃します。ホイールには髪や線などが絡まっ
ている可能性があるので、ご確認後、清掃をしてください。

定期的に乾いた柔らかい布で各センサーのカバーを拭きます。センサーカバーにホコリが溜ま
ている場合、ロボットの清掃性能が低下したり、正常に作動できない場合があります。



25

5.8 モップと水タンク

1.水タンクの取り付け方法を参考にして、取り外します；
2. マジックテープを外し、レールからモップを取り外します；
3. モップと水タンクを流水で洗い、乾燥させてから、再度取り付けます。



スペック表
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電圧 14.4 V

電力 約25 W 出力電圧 19V

バッテリー リチウムイオン電池 出力電流 0.6A

電池容量 2500mAh

充電時間 3-5時間 出力電圧 19V

作動時間 ≧90min 出力電流 0.6A

作動温度 00C-400C

作動湿度 ≦85%RH

噪音 ≦65dB

予測使用寿命 連続作動≧720h

正味重量 2kg

本体サイズ Φ300*70mm

充電ドック

リモコン電池

バッテリー   　　　　単3乾電池　x2
(付属品ではありません)

本体のスペック 部品のスペック

アダプター
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保証について

品質
各エ場は、生産管理について公認機関による外部の評価を受
けています。

環境
本製品を処分する場合は、適切な回収場所に引き渡して電気
および電子機器のリサイクル処理を行う必要があります。
廃棄は、廃棄物処理に関する現地の環境規制に従って行われ
なければなりません。
本製品の処理、回収およびリサイクルに関する詳細情報につ
いては、お近くの市役所や、生活廃棄物・一般廃棄物処理サ
ービスもしくは本製品の購入店舗までお問い合わせください
。

保証
販売元：テイクワンテクノロジー株式会社
お問い合わせ先：お買い上げ店舗もしくは販売元まで
　　　　　　　　平日9:00-12:00 13:00-18:00
メールアドレス： customer@take1tech.com
保証期間：お買い上げ日から1 年間
Take-One公式LINE@ID : @547dyshh
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「取扱説明書」などの注意に従った正常なご使用状態で保証
期間中に故障した場合、無償修理または交換機をご提供させ
ていただきます。

次のような場合、保証期間中でも修理と交換は出来かねてし
まいます。

1. 注文番号が不明など、ご購入の証明ができない場合
2. 製品への改造等が加えられている場合
3. 使用方法の誤りやお客様ご自身の原因による故障の場合、
　ロボットのお手入れ、清掃や本説明書記載のメンテナンス
　をしていないと判断される場合
4. 落下等、外部からの衝撃による故障の場合
5. 水没等、水分が原因と判断される故障の場合
6. 天災（地震、風水害、落雷等）が原因の故障の場合
本製品の保証範囲は日本国内に限り、有効です。
本書の内容は、通知なく変更される場合があります。

 

品名：Take-One N1
保証期間:
お買上げより一年間
テイクワンテクノロジー
株式会社
メールアドレス： 
customer@take1tech.com
Take-One公式LINE@ID : 
@547dyshh
受付時間:
9:00~12:00,13:00~18:00
月曜日～金曜日
(祝日・年始年末・お盆除く)

Take-One ロボット掃除機 N1保証書

( )  　　　 －

( 　　)

お 名 前
お 
客
様

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



Take one, get smart


