
この度は Dreame 製品をお
買い上げいただき、誠にあ
りがとうございます



DREAME
ロボット掃除機をご購入いただき、誠に
ありがとうございます。

これにより、高パフォーマンスを発揮するように設計された高品質の製品
を手に入れます。製品に関するご質問は、aftersales@dreame.tech までお
問い合わせください。

クィック登録ーどのように
開始しますか。
QRコードをスキャンしてDreame アカ
ウントを登録してください。登録後、ユ
ーザーマニュアルと特典を取得すること
できます。
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安全上の注意

警告

• 本製品は、安全に使用するために、後見人による管理または指導がない限り、体や官能の不自由な
方又は知的障害者および関連経験や知識のない方（子供を含む）に使用させてはなりません。

• お子様が本製品を操作したり、おもちゃとして使用することは禁止されています。お子様の近くで製
品を使用する場合は、細心の注意を払う必要があります。子供が保護者なしで製品を掃除またはメ
ンテナンスすることは禁止されています。

• 屋外や湿気の多い場所での使用は禁止されています。屋内の乾燥した表面でのみ使用できます。濡
れた手でプラグや製品の一部に触れないでください。

• 火災・爆発・けがを防止するため、使用前にリチウムバッテリおよび充電器が破損していないかご確
認ください。リチウムバッテリまたは充電器が破損した状態で掃除機を使用することは禁止されてい
ます。

• 掃除機の LED ソフトローラーブラシヘッド、ミニモーターブラシ、バッテリー、カーボンファイバーチュ
ーブ、掃除機の本体はすべて帯電部品です。水またはそのたの液体にに浸して洗わないでください。
日常の掃除後は、すべてのフィルターが完全に乾いていることを確認してください。

• ソフトベルベットローラーブラシを掃除するときは、ホストの電源をオフにして、回転するブラシヘッド
がユーザーに損傷を与えないようにしてください。ソフトベルベットローラーブラシ、ダストカップ、お
よびフィルターが取り付けられていない場合に製品を使用することは禁止されています。

• オリジナルの充電器のみ使用できます。非公式のアダプターを使用しないでください。そうでない場合、
リチウムバッテリが発火する可能性があります。

• 水、ガソリンなどの引火性または爆発性液体の吸引に製品を使用しないでください。塩素系漂白剤、
アンモニア、下水道洗浄剤またはその他の有毒な溶液を吸い込むことは禁止されています。

• 石灰、セメント、石膏粉末、暖炉のほこりおよび灰、大量の小麦粉、炭素粉末などを掃除するために
掃除機を使用することは禁止されています。煙が出たり、燃焼したりしている物体（例えば石炭、タバ
コの吸殻、マッチなど）を吸い込むことは禁止されています。

• ご使用前に清掃箇所をご確認いただき、大きな紙切れ、紙玉、ビニール布、鋭利なもの（たとえば、ガ
ラス、くぎ、ねじ、コインなどもの）、および直径が吸引パイプポート直径より大きいものがあることを
見つけた場合、事前に取り除いて、吸引ポートパイプが詰まって通常の使用に支障が生じないように
してください。

• 製品の通風路や可動部を、髪の毛、ゆったりとした衣服、指など、身体の一部から遠ざけ、カーボンフ
ァイバーチューブなどの付属品を目や耳に向けたり、口に入れないでください。

• 吸引ポートの箇所にいかなる物も置かないでください。吸引ポートが詰まっている状態で掃除機を
使用することは禁止されています。ほこり、綿、髪の毛などで空気の流れが悪くなることがありますの
で、適時に掃除してください。

• 掃除機の損傷や転倒による怪我を防ぐために、椅子やダイニングテーブルなどの不安定な場所に掃
除機を置かないでください。掃除機が倒れたり、破損したり、その他の異常がある場合は、公式の修
理業者に連絡してください。自分で分解しないでください。

• バッテリーの充電は、取扱説明書の指示に厳密に従って行ってください。指定された温度範囲を超え
て誤って充電すると、バッテリーが損傷するおそれがあります。

誤った使用による感電や火災などの事故を未然に防ぐため、使用前に取扱説明書をよく読み、正しく
保管してください。
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• 当社が推奨するアクセサリと交換部品のみ使用できます。

• 長期間使用しない場合およびメンテナンス、修理の前に、プラグを抜いてください。

• 階段の掃除に製品を使用する際は特にご注意ください。

• この製品を屋外、バスルーム、またはプールの周辺に設置したり、充電したり、使用したりしないでく
ださい。

• 火災危険の警告：この製品のフィルターには香料製品を塗らないでください。このような製品の化学
物質は可燃性があり、製品の発火を招くことが知られています。

• この製品は家庭用にのみ設計されています。

• 型番が ZD024M340090JP の純正の電源アダプタのみ使用できます。

• 品番が P2033-8S1P-PAA の電池のみ使用できます。
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製品紹介
アクセサリーリスト

メモ：本書の図示は参考のみで、実際の外観は実物に準じてください。

収納・充電 2in1 ブラケット

（ねじ * ２、膨張チューブ * ２、
位置決めステッカーを含みます）

LED ソフトローラーブラシヘッド2in1 ブラシ

ボトムジョイントカーボンファイバー
チューブ

水タンク

モップ ×2充電アダプターLED 隙間用ブラシ ミニモーターブラシ

延長ホース

塵埃除去ソフトブラシ
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製品紹介
部品名称

充電ポート

ディスプレー

静電気防止
プレート

ダストカップ

ダストカップ ボトムカバー
リリースボタン

バッテリー取り外しボタン

バッテリー充電のお知ら
せランプ

カーボンファイバーチュ
ーブのリリースボダン

ブラシリリースボタン

カーボンファイバー
チューブ

LED ソフトローラーブ
ラシヘッド

スイッチ

押すと起動します / 離すと
停止します。
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ディスプレー機能紹介

製品紹介

水タンク紹介

• とクリーニングリングの色は吸い込むほこりの量によってリアルタイムで変化します。
• 残りの運転時間はあくまで参考で、実際の運転時間とは異なる場合があります。

メモ：

電子セルフロック / フィルターエレ
メントリセット
• クリックして作業モードを切り替

えます

• 1.5 秒間短押しすると、フィルタ
ーエレメントリセット画面に入り
ます。

掃除モード切替
短押しすると、掃除モードを切り替
えます。

ロックステータス表示

クリーニングリング

掃除モード

現在モードの残り運転
時間

リアルタイムのダスト量監視グラフ
リアルタイムで吸い込まれたほこ
りの量に応じて、赤、オレンジ、緑
のようにグラデーションが変化し
ます。
• 赤：ほこりの量が多い

• オレンジ色：ほこりの量が中程度

• 緑色：ほこりフリー

給水スイッチ 

固定磁性シート水タンクプラグ

フィルター ×2 換気口
水制御のためのバルブ役と
なるボールが含まれます。

オン オフ
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取付
本体の組付け

カチッ

カチッ
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取付
アクセサリ－の取付

カチッ

カチッ
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カチッ カチッ

カチッ

アクセサリ－の取付

取付
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収納・充電 2in1 ブラケットの取付
（ブラケットはオプションパーツであり、実際の状況に応じて取付かどうかを決めてください。）

* 30cm：後で購入する予備バッテリーのために充電ス
ペースを空けるため。

1. 位置決めステッカーを壁に貼り、床面と平行になるようにし、ステッカーの底が地面から 103cm 以
上離れるようにし、上端に遮蔽物がないように少なくとも 30cm * のスペースを空けることをお勧め
します。

2. 8mm ドリル付きの電動工具を使用して、位置決めステッカーの位置決め穴によって穴を開け、膨張
チューブをドリルに置いてください

3. 収納ブラケットの取付穴と位置決めステッカーの位置決め穴を合わせ、壁に収納ブラケットをネジ
で固定します。

収納ブラケットは、涼しく乾燥している電源がある場所に付けてください。また、付けたエリア－
の真後ろにワイヤーやパイプ等がないのを事前に確認してください。

103 cm

30 cm

取付
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充電

注意：

満充電してから 5 分間後、点灯が消えて、省電
力モードに入ります。

充電器で充電します 壁掛け充電ドックで充電します。

充電方法

1

2

バッテリLED　ステータスランプディスプレー

バッテリー残量の表示

充電中、インジケータランプは白く点滅します。
充電が完了した後、インジケータランプが常に
白く点灯します

充電中に、バッテリー残量が % 数字で表示さ
れます。100％になると充電完了になります。

• 充電時間は約 4 時間です。

• 強段階で連続使用した後、バッテリの温度が高いので、すぐ充電すると充電時間が長くなる可
能性があります。30 分間後にご充電ください。

初回使用する前、及び毎回使用後は満充電してください
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     キーを 3 秒間長押ししてメニュー画面が表示され、  キーをクリックして「記録」オプション
に切り替えます。そして  キーを 1 秒間長押ししてクリーニング記録インタフェースが表示され、
過去 7 日間のクリーニング記録が表示されます。

製品の使用
言語選択

メモ： 
·15 秒間以上に操作しない場合、メインインターフェイスに自動的に切り替えます。 
·メニュー画面を終了するには、  キーをタップして「終了」オプションを選択してください。

掃除モード切替

 キーを短く押すと、掃除機は自動・エコ・ミドル及びターボモードという 4 段階で循環的に切
り替わり、掃除モード画面に対応のモードが表示されます。

メモ：自働モードでのみ運転する場合、掃除機のパワー は吸い込むほこりの量によってリアルタイ
ムで変化します。

クリーニング記録

 キーを 3 秒間長押ししてメニュー画面が表示され、  キーをクリックして「言語」オプショ
ンに切り替えます。  キーを 1 秒間長押しして言語選択インタフェースに入ります。必要に応じ
て  キーを短く押してスクロールして言語を選択し、  キーを 3 秒間長押しして現在の言語
を確認することができます。
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製品の使用
稼働モード

メモ：
• この作業モードでは、作業モードを変わらないで、スイッチを短押しすることで作業を一時停

止または再始動できます。
• 連続作動モードを終了したい場合、     キーを再度クリックしてください。

2 つの作業モードを備えて、掃除のニーズに応じて選択してください。

掃除機が運転すると、1s 以内に吸い込まれたほこりの量を検出することができます。掃除中に表
示画面のゲスト量監視グラフを介してリアルタイムで清浄度を表示します。

方法一：非連続作業モード

スイッチを引いて起動し、離してすぐ停止します。

方法二：連続作業モード

    キーをクリックして連続作業モードに切り替え、スイッチを引くと起動します。

電子セルフロック機能を通じて、手の指を解放します。スイッチ押しっぱなしによる指の疲れがなくな
ります。
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アクセサリ－の使用シーン
LED ソフトローラーブラシヘッド

大理石や床などの硬い表面の掃除に適してい
ます。

お知らせ：暗い隅を掃除するとき、床ブラシの
上の光線センサーは自働的に光線の明暗を検
知し、同時に照明ランプの明るさを調整して、
照明効果を実現し、使いやすいです。

ミニモーターブラシ

ソファや寝具などの織物に絡んでいるほこり、ペ
ットの毛、及び深層ゴミの掃除に適しています。

メモ：スナッグが起こりやすく傷がつきやすい素
材（シルクなど）の表面に使用することはお勧め
しません。

• いかなる回転部分に引っ掛かりが発生すれば、製品が自動的に停止する場合がありますので、す
べての付着した異物を取り除いてから引き続き使用できます。

• バッテリーの高温保護後、自動的に電源がオフになって停止するので、バッテリーの温度が正常に
なった後、引き続きお使いください。

メモ：

2in1 ブラシ 塵埃除去ソフトブラシ

カーテン、キーボード、天井、車、コーヒーテ
ーブルなどの表面のほこりを掃除するのに適
しています。

LCD、キーボード、ランプカバー、カーテン、ブ
ラインドなど、脆弱で壊れやすい製品の表面
清掃に適します。

製品の使用
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延長ホース

塵埃除去ソフトブラシまたはツインワンブラシを組み合わせて、ランプカバー、車内、ソファーの
底などの触れにくい隅を掃除するのに適します。

製品の使用

ボトムジョイント LED 隙間用ブラシ

ワンタッチで曲げて低いところまで伸ばせ、
ベッドの底やソファーなどの低い家具の底部
の掃除に対応できます。

LED ランプ管全体が発光し、管口が細く、狭
い隙間により深く入り込むことができるため、
乱雑な空間内のほこりを照明して正確に吸い
取ることができます。
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1. モップを濡らし、水が垂れないように絞り、
水タンクの底部にしっかりと貼り付けます。

3. LED ソフトローラーブラシのリミットエリア
を水タンクのリミットエリアに合わせ、マグネッ
トの磁力で水タンクを付着します。

メモ：

• 使用しないときは、ウォータータンクの給水スイッチを「オフ」にしてください。

• 水タンク内のボールは、水の浸透を制御するためのバルブであり、可動部品であり、始動および
停止時にローリング音が鳴るので異常ではありません。

2. 水タンクプラグを開き、適量の浄水をゆっく
りと注入し、水タンクプラグを閉じます。

4. 床または床タイルの掃除と拭き取りに適し
ています。

水拭き掃除

• 破損を防ぐために、水タンクを踏まないでください。

• 地面がひどく汚れている場合は、徹底的に床をきれいにするために、水拭きする前に地面のほこ
りを掃除してください。

• カーペットに水拭き機能を使用しないでください。

• 水タンクの目詰まりを防ぐために、洗浄剤または消毒剤を入れないでください。

メモ

製品の使用

OFF
オフ 

ON
オン
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お手入れ
注意事項

機体を清潔します

ダストカップ、プレフィルター、サイクロンシステムのコンポーネントを清潔し
ます。

1. メーカー製の部品をご使用ください。そうでない場合、保証サービスがなくなります。

2. フィルター、カーボンファイバーチューブ、LED ソフトローラーブラシヘッド等が詰まったら、
機体が数回断続的に稼働してから停止しますので、しっかり清潔した後、ご使用ください。

3. 長時間使用しない場合、満充電してから充電器を抜いて、涼しい乾燥している場所に置いてく
ださい。直射日光または湿気が多い場所に置かないでください。バッテリーの過放電のないよ
うに、少なくとも 3 か月ごとに充電するものとします。　　　　　

柔らかい乾いた布で機体を拭きます。

ゴミ量が「MAX」（最大）のマークに達したら、引き続き使用すると掃除効果に影響しますので、
すぐ捨てから使ってください。ゴミ捨ての前、充電器が外されていることを確認し、誤ってスイッ
チに触れて掃除機を起動しないように注意してください。

2. 図 1 のように、矢印の方向に沿ってダストカップの底にある取り外すスイッチを引いて、図２の
ように、ダストカップを取り外します。

1. 矢印の方向に沿ってダストカップの底にあるリリースボタンを押すと、ダストカップのボトムカ
バーを開き、ダストカップ内のゴミを捨てます。

2

1

1
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お手入れ
3. プレフィルターを取り出した後、コンポーネントハンドルを引きながら反時計回りに停止位置に
なるまで回転させ、サイクロンシステムコンポーネントを上向き取り出します。

メモ：プレフィルターは 3 か月ごとに、サイクロンシステムコンポーネントは 6 か月ごとに洗浄す
ることをお勧めします。

1

2

3

プレフィルターサイクロンシステムコンポーネント

4. しぼった雑巾でダストカップを拭くことができます。

5. プレフィルター、サイクロンシステムコンポーネントをきれいになるまで水で洗浄してください。洗
浄後、完全な乾燥をするために少なくとも 24 時間乾燥してください。

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs

ダストカップには電気
機器が含まれていま
すので、直接水洗いし
ないでください！
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ダストカップ、プレフィルター、およびサイクロンシステムコンポーネントを
取り付けます
1. サイクロンシステムコンポーネントを垂直にダストカップに入れ（コンポーネント取っ手がダス
トカップスロットの左側の位置に揃っていることに注意する）、停止位置になるまで時計回りに回し、
取っ手を平らに置きます。

2. プレフィルターの正面を上向きにしてサイクロンシステムコンポーネントに入れます。

3. ダストカップを少し傾けて、ホストのバックルがダストカップのスロットに揃っていることを確認
し、「カチッ」という音がして所定の位置に取り付けるまで、ダストカップを矢印の方向にゆっくり
と押します。

3

1

2

3

お手入れ
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2. 図の方向に引き下げて、内蔵 フィルターを
ホスト内から取り外します。

4. 内蔵 フィルターを少なくとも 24 時間空気
中に放置して完全に乾燥させます。

内蔵 フィルターを掃除します
4 〜 6 か月ごとに清掃することをお勧めします。

1. 図に示すように、ダストカップを取り外し
ます。

3.  フィルターを浄水で洗い、洗浄時に フィル
ターを 360°回転させ、      フィルターの隙間
にあるほこりが取り除かれていることを確認
します。水タンクを数回たたいて、すべてのほ
こりを取り除きます。

• 浄水で洗い流し、いかなる洗剤も入れないでください。
• ブラシ、指で フィルターを掃除しないでください。

メモ：

2

1

お手入れ

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs
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2.ダストカップを戻して取り付けます。

内臓 フィルターを取り付けます

1. 内蔵 フィルターを図のようにホストに取り
付け、軽く押せばいいです。

お手入れ
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2. ハサミを使用して、ローラーブラシに付い
た髪と繊維の素材を持ち上げてカットします。
布やペーパータオルでノッチや透明カバーの
ほこりを拭き取り、完全に乾いてから取り付
けてご使用ください。

4. 乾かすときはローラーブラシを直立させ、少
なくとも 24 時間置いて完全に乾燥させます。

柔らかいベルベットのローラーブラシヘッドを掃除します
1.LED ソフトベルベットローラーブラシヘッド
を裏返し、ローラーブラシリリースボタンを回
し、ローラーブラシをノッチから取り外します。

3. 汚い場合、ローラーブラシをきれいになる
まで浄水で洗い流してください。

お手入れ

12

6

111

57

210

48

9 324 hrs
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2. ロックを解除した後、ミニモーターブラシ
からローラーブラシを取り外し、ローラーブラ
シを洗い流して清掃します。

4. ローラーブラシが完全に乾いたことを確認
した後、分解と逆の手順で組み立てます。

ミニモーターブラシを掃除します
1. コインを使用して、「カチッ」という音が聞
こえるまで、図の方向に反時計回りにロック
キャッチを回転させます。

3. 乾かすときはローラーブラシを直立させ、少
なくとも 24 時間置いて完全に乾燥させます。

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs

お手入れ
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お手入れ
水タンクとモップを掃除します

1. 水タンクを引き下げて、LED ソフトベルベ
ットローラーブラシヘッドからそれを分離し
ます。

3. モップを水タンクから取り外します。 4. モップを洗って乾かします。

2. 水タンクを空にします。

メモ：
• 充電中または未使用時は、水タンクを取り外し、カビやニオイを防ぐために適時掃除してくだ

さい。
• モップが薄くなったり損傷したりしてマジックテープに接着できない場合は、より良いクリーニ

ング効果を果たすようにすぐに交換してください。

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs
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給水カートリッジ 
ウォータータンクの給水速度が遅くなった、または詰まってしまった場合は、給水カートリ

ッジを交換してください。

土地の水質や使用頻度によって異なりますが、モップがけの効果を保つために、3-6 カ月に 1 

回カートリッジを交換するようお勧めします。

電池パック
本製品の充電リチウム電池パックは取り外し可能な消耗品です。正しく充電しても使用時間が

極端に短くなった場合は、電池が寿命を迎えたことを示します。

1. 電池パック取り外しボタンを押して、後ろにスライドさせて電池パックを取り外します。

2. 新しい電池パックを取り付けます。

1. 指をへこみに合わせて左右 2 つの古いカートリッジ部品を取り除きます。

2. 新しいカートリッジ部品を取り付けて、正しく取り付けられているかを確認します。

お手入れ

1
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基本スペック

本体

充電電圧

定格出力

充電時間

LED ソフトローラーブラシヘッド

型        番 AVB10

40 W

20 W

100-240 V~50/60 Hz 
0.8 A max

P2033-8S1P-PAA

定格出力 定格電圧

ミニモーターブラシ

充電アダプター

充電式リチウムバッテリーパック

本機には充電式リチウム電池パックが含まれているため、本機の廃棄は環境に影響を与えます。
本機を廃棄する前に、電池を取り出して専門の回収機関に処理を依頼してください。

型        番

型        番

型        番

VPA3

ZD024M340090JP

定格容量

定格出力

入        力

公称電圧

定格電圧

出        力

電力量

550 W

約 4 時間

製品型番

定格電圧

電池容量

VTT1

2900 mAh（公称容量）

34 V

29.6 V

29.6 V

29.6 V

34 V         0.9 A

81.4 Wh29.6 V

2750 mAh
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よくあるご質問
掃除機が正常に動作できない場合は、下の表を参照して異常事態に対処してください。

よくある故障

掃除機が作動しま
せん。

製品の吸引力が弱く
なります。

モーターが動くと異
音がします。

充電時にバッテリー
ステータスインジケ
ーターランプが点灯
しません。

充電が遅すぎます。

ウォータータンクか
ら給 水 され な い、
または給水が遅い。

考えられる原因

詰まりによって高温になって自動保
護が開始します。

製品に電気が切れ、または電気が足
りません。

吸引ポートまたはチャンネルが詰ま
っています。

ダストカップがいっぱいで、フィルタ
ーエレメントにほこりが詰まってい
ます。

アクセサリが詰まっています。

吸込口、またはカーボンファイバー
チューブが塞がっています。

ホストと電源アダプターソケット
が正しく接続されていません。

バッテリーはフル充電されたので、
スリープ状態になります。

上記の 2 つの状況を排除しても、問題がまだ存在する場合は、修理するよう
にアフターサービスまでご連絡ください。

バッテリの温度が低すぎるか、また
は高すぎます。

給水カートリッジの詰まり。 給水カートリッジを清掃または交
換してください。

モップを洗うか、必要に応じて指定
のモップに交換してください。モップが汚れている。

ほこり吸引ポートまたはチャネルを
清掃し、冷却後に再始動します。

使用前にフル充電してください。

ダストカップを掃除してフィルター
エレメントを掃除します。

アクセサリの詰まりを起こした物を
取り除きます。

吸引ポートまたはチャンネルを掃除
します。

解決方法

吸込口を掃除し、カーボンファイバー
チューブ内の障害物を取り除きます。

電源アダプターが正しく接続されて
いるかどうかを確認します。

正常に使用可能です。

バッテリの温度が正常になったら充
電してください。
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故障を排除します
掃除機が正常に動作できない場合、ディスプレイに異常情報が表示されますので、画面内容
をよく読んで下表と結びつけて異常状態に対処してください。

故障アイコン 故障メモ 解決方法

バッテリの温度が正常になったらい引き続きご
使用ください。

お手入れ LED ソフトベルベットローラーブラシヘッ
ドを掃除する」セクションを参照して、ローラーブラシ
に絡まった繊維や髪の毛を掃除してください。

ダストカップ、カーボンファイバーチューブ、ソフトベ
ルベットローラーブラシヘッドが詰まっているかどう
かを確認します。

修理するようにアフターサービスまでご連絡ください。

バッテリがオーバーヒート

ローラーブラシが絡まっ
ています

エアダクトが詰まってい
ます

エラー

速やかに充電してください。

速やかに充電してください。

フィルターエレメントを適時に交換してください。

プレフィルター、内蔵   フィルターが取り付けられてい
るか確認してください。

電池残量低下

電池切れ

フィルター失効間近

フィルター交換

フィルター未取付

フィルターエレメントを適時に交換してください。フィ
ルタエレメントを交換した後、  キーを 1.5 秒間押
した後にフィルタエレメントリセットカウントダウン画
面に入り、キーを 5 秒間押したままにして、画面に  
が表示されると、リセットが成功したことになります。
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