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1. 安全上のご注意
ご使用前には、必ず同封の取扱説明書をお読みください。また、読んだ後には、必ず取扱説明書をいつでも見られる場所に保管してください。
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         本製品は、幼児等の身体・知能・経験等が不十分な方が使用するように設計されていませんので、保護者等の監督下でない限り、使用させないよ
うにして下さい。また、本製品をお子様の手の届かないところに置くようにお願い申し上げます。
異常・故障が発生した際にはすぐに使用を中止してください。本体の回転ブラシやサイドブラシなどに絡まり易い電源コード類、吸い込むと故障の原
因となる硬貨などの小物類は予め片付けてご使用ください。絨毯・マットなどに設けられた長い飾り房は下に折り込んでください。また、カーテンやテ
ーブルクロスなどを巻き込まないようにご注意ください。

段差のある所を掃除する前には、センサーが段差を検知できるかどうかを一度お試しください。

本取扱説明書の指示通りに使用してください。また、部品を交換するときには、メーカーの純正部品以外を使用しないでください。

電源と接続する前に、製品の定額電圧と家庭の主電源電圧が一致していることを必ずご確認ください。

本製品は家庭用の掃除機であり、業務用を意図したものではありませんので、使用目的にご注意下さい。

純正品の充電バッテリー以外は使用しないで下さい。

クリーナーを使用する前に、ダストボックスやフィルターがしっかりと装着されているかをご確認ください。長時間使わない時は必ず電源スイッチを切
ってください。

湿気の多い所、火の近くや壊れやすい物のある所では使用しないで下さい。

高温（40℃以上）又は低温（-5℃以下）の環境で使用しないてください。

髪・服・指などをクリーナーの吸込み口や動作部に近づけないてください。

小さなお子様の寝る所では使用しないで下さい。

小さい石・紐・ビニール袋・新聞紙などの物を吸い込まないでください。

本製品で可燃性・爆発性・腐蝕性・高温なものを吸い込まないでください。

引火性液体または可燃性液体やこれらの蒸気がある場所やその近くで使わないで下さい。

吸込み口が塞がった状態でクリーナーを使用しないてください。

。
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電源コードは乱暴に扱わないで下さい。製品や充電台を電源コードで引っ張らないでください。また、電源コードを熱源に近づけないでください。

電源コード・充電台やコンセントが破損した場合には自分で修理せず、ご購入頂いた店舗に相談するか、メーカーのアフターサービスに連絡してく
ださい。

お手入れをする前には必ず電源スイッチを切って、電源プラグをコンセントから抜いてください。

廃棄する時は、本体を充電台から取り出し、電源スイッチを「off」にしてから、バッテリーを取り出します。また、各地域の条例に従ってクリーナーやバ
ッテリーの廃棄・リサイクルをしてください。

製品が破損した場合であっても、クリーナーを分解・改造しないてください。バッテリーが爆発する恐れがあります。
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2. 各部の名称

１. 本体

２. 充電台

３. リモコン

４. アダプター

５. サイドブラシ*4

６. フィルター*1

７. お手入れブラシ

８. 取扱説明書

1

5 6 7 8

2 3 4

取扱説明書
ロボットクリーナー

型番：MT-501
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下視センサー

充電ポールピース

サイドブラシ（左）

ローラーブラシアセンブリ

ユニバーサルホイール

 サイドブラシ（右）

駆動輪

ダストボックス

 Wifi指示ランプ スイッチ（始め/一時停止）



                                                                                                                                                                                                                                   05

ダストカップ 
主電源スイッチ 赤外線センサー

フィルター

ダストカップカバー（下）

ダストボックスボタン

ダストカップカバー（上）

フィルターカバー （下）

高効率フィルター（HEPA）
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充電端子

清掃用具

差込口

電源アダプター

指示ランプ

電源入れ

左

エッジモード

パワーモード

スタート・一時停止

セルフ充電
前向き

右

スポットモード

二回清掃

後向き



                                                                                                                                                                                                                                   07

3. 仕様

リモコンに二つのAAAバッテリーを入れてください。

型番
入力
消費電力
バッテリー仕様
ダストボックス容積
作動時間
充電時間

バッテリー
コントロール
操作範囲

MT-501
100-240V/50-60Hz
30W
Li-ion 2500mAh
0.6L
Max. 100 mins
Round 300 mins

DC 3V(AAA)
赤外線
≤5M

入力
出力

100-240V/50-60Hz
19V/0.6A
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4. ご注意
4.1ご使用前の準備

お掃除をする前には以下の指示通りに部屋の片付けをしてください。

１. 電源コード類や破片等が障害物となってロボットクリーナ
ーの動きを阻害する場合がございますので、予めお部屋の
片付けをして下さい。

２. 長い飾り房が設けられた絨毯・マット等の上では使用しな
いで下さい。事情により使用する場合には、少なくとも飾り
房を予めマットの下に折り込んでからご使用下さい。

３. 家具の下部隙間が8 cm未満の場合には、クリーナーが引
っ掛かる恐れがあります。この場合は、予め家具を移動する
等レイアウトの工夫をお願い致します。

４. 段差のある所で使う時は、必ず落下防止柵を据え付けて下
さい。
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4.2.2 充電
１. アダプターと充電台の接続
    充電台を設置する時は段差のない平らな床面に設置してください。そして、充電台の左右約1ｍ、前方約2ｍの範囲には障害物がないことをご確認くだ  
     さい。

4.2 快速作動
4.2.1 サイドブラシの組立
サイドブラシを本体に差し込んで下さい。（部品を左右間違えないように取り付けて下さい。）

R LR L

2M

1M

1M
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２. クリーナーの電源を「on」にする
主電源スイッチを押してください。「I」は「on」、「O」は「off」を示します。
掃除が完了しても電源は切らずに、クリーナーを充電台で充電するよう
にしてください。

クリーナーを充電台に置いてください。

スイッチを押すと、クリーナーはスタンバイモードになります。

電量が不足になると、           は赤色に点滅します。

充電している時　          は青色に点滅します。

充電完了すると　          は青色の点滅状態から点灯状態となります。

初回は12時間以上充電してください。

注：充電端子と合わせてください。

３. クリーナーの充電 

充電端子と合わせ
て下さい

4.2.3 掃除開始・一時停止

1. 本体の           またはリモコンの           と           を押すと、自動掃除モードに入ります。

注：自動掃除モードに設置する前に、本体が「スタンバイ状態」になっていることをご確認ください（本体              の外側が青色に点灯します）。本体が「スタ

ンバイ状態」になっていない場合は、クリーナー            ボタンを押してください。

「スタンバイ状態」は初期設定で１０分間に設定されております。このため、１０分後には自動的に「スリープ状態」になりますので、ご注意下さい。

２. 他の掃除モードを選ぶ場合には、モードメニューをご覧になって設定して下さい。

=
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スポットモード
ごみの多い場所に対応します。
開始位置を中心に外側に向かって螺旋状にお
掃除し、直径約１メートルに到着すると、内側
に向かって螺旋状に戻ります。

4.2.4 各モードの選択
１.さまざまな床面に対応するために、本製品には様々な掃除モードがプログラムされており、これらを必要に応じてリモコンで選択できます。

２.また、付属のリモコンを使えば直接掃除モードを切り替えることができます。

３.モードを選択する前に、本体が「スタンバイ状態」になっていることをご確認ください（           の外側が青色に点灯します）。本体が「スタンバイ状態」にな
っていない場合は、クリーナー            ボタンまたはリモコンの「ＯＫ」ボタンを押してください。
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エッジモード
部屋の隅の掃除に対応します。
クリーナーは固定された物（壁など）の周りを掃除して、
充電スタンドに戻ります。

自動充電モード
お掃除している間、電池残量が不足したら、クリーナー
は自動的に充電台に戻ります。リモコンの「充電」ボタ
ンを一回押し、または「電源」ボタンを二回押すと、クリ
ーナーは充電台に戻ります。

ご注意：自動充電モードの状態で、クリーナーの最大稼
働時間は約100分となりますが、部屋を掃除完了後に
は、次の掃除任務を準備するため、充電台に戻り自動
充電します。

二次清掃
リモコンの「二次清掃」ボタンを押してください。
一回掃除が完了すると、クリーナーは充電台に戻し、充電されたら自動的に
二次清掃します。

低・中・高 モード切り替え
リモコンの「パワーモード」ボタンを押してください。
「低・中・高」と三つの吸引力レベルが設置されます。高モードがパワーモー
ドで吸引力が強いです。低モードの場合なら音が小さいです。
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4.2.5 サイドブラシと回転ブラシの装着
回転ブラシの手入れ
回転ブラシカバーを開き、回転ブラシを取り外してください。巻き付けた髪を切り取ってください。

回転ブラシは床面の掃除に大変役立ちます。取り付け方法は、下図を参照ください。
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5.1 ダストボックスとフィルター
5. お手入れ

お手入れをする前には必ずクリーナーの主電源スイッチを「off」にして、充電台のプラグをコンセントから抜いてください。

１.ダストボックスを取り外して、カバーを開き、集まったゴミを捨ててください。

２.フィルターを取り外してください。軽く叩いて残ったほこりを捨ててください。

３.ダストボックスとメインフィルターを洗浄してください。

４.ダストボックスとフィルターを完全に乾燥させてください。
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各部品を乾燥させて下さい。
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5.3 その他の部品
髪の絡みを減らすためにユニバーサルホイールを掃除してください。
センサーの感度を確保するため、定期的にセンサーの手入れをしてください。
乾いたタオルを使って、本体または充電台にある充電端子を拭いてください。

長時間使用しない場合は、バッテリーを取り外して安全な場所で保管してください。バッテリーが液漏れしている場合は、バッテリーを取り外し、バッテリー
ボックスを拭いてください。
この製品は長寿命バッテリーを使用しており、頻繁に交換する必要はありません。交換する場合は、メーカーのアフターサービスセンターまでご連絡くださ
い。

5.2  サイドブラシ
サイドブラシ
サイドブラシを取り外して、タオルで拭いてください。
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6. アラーム

指示ランプの状態

赤い点灯

赤い点灯

赤い点灯

赤い点灯

赤い点滅

赤い点滅

赤い点滅

赤い点滅

赤い点滅

赤い点滅

問題所

サイドブラシ

ファン

回転ブラシ

ダストボックス

前バンパー

センサー

障害物

電量不足

充電問題

ジャイロスコープ

アプリ表示

サイドブラシをチェックしてください。

モーターの温度が高い。

回転ブラシをチェックしてください。

ダストボックスをチェックしてください。

前バンパーをチェックしてください。

本体が床面にあることをチェックしてください。

障害物があります

バッテリーの残量がなくなりました。

電源スイッチを入れてください。

本体を再起動してください。

対策

サイドブラシが絡まれると、手入れをしてください。

本体が冷めてから再び運転してください。

回転ブラシを清掃してください。

ダストボックスが確実に装着していることをご確認ください。

前バンパーの状態を確認してください。

本体を床面に置いてください。

広い場所へクリーナーを移動してください。

クリーナーを充電台に持ち上げって、充電させてください。

電源スイッチが入れていることをご確認ください。

クリーナーを再起動してください。
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7. FAQ
問題1： 絨毯で使えません。
対策： １. 長い飾り房が設けられた絨毯・マット等の上では使用しないでください。
            ２. 柵を設置してください。

問題2： 吸引力が小さくなります。
対策：１. 強力モードを選んでください。
           ２. ゴミの多い場所はスポットモードを選んでください。
           ３. ダストボックスやHEPAフィルターの手入れをしてください。
           ４. 充電してください。

問題3： 充電てきません。
対策：１. スイッチの入れた状態で充電してください。
           ２. 充電端子と合わせてください。

問題4： 充電台に戻れません。
対策：１. 充電台の左右約1ｍ、前方約2ｍの範囲には障害物がないことをご確認ください。
           ２. クリーナー本体を充電台に持ち運んでください。

問題5： リモコンの故障。
対策：１. バッテリーの電量が不足です。新しいバッテリーを交換してください。
           ２. 本体の電源スイッチが「on」になり、十分な電量があることをご確認ください。
           ３. リモコンの赤外線送信部と本体の赤外線受信部をタオルで拭いてください。
           ４. リモコンを本体に指して使ってください。

問題6： 本体が充電台に戻します。
対策： 作動時間は掃除モード・ゴミの量・場所の広さにより違います。
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8. アフターサービス
１. 1年間の限定保証は、お客様の正常なこ使用状態のもとで万一故障した場合、大変お手数ですが、こ使用状態を添えて弊社までこ連络いただけますよ

うお願いいたします。

       本取扱説明書に記載されている要件に従って、誤った使用方法での破損などでは交換の保証となりません。

２. moosooアプライアンスに関する質問がある場合は、moosooカスタマーサービスの電子メール

       japan@imoosoo.comに連絡してください

３. モデル名/型番、ご購入日、注文番号、機械の問題および要件をお知らせください。

      モデル名/型番は銘板に記載されています。銘板の詳細については、内側の前にカバー　を参照してください、本保証書は再発行しませんので、紛失し

ないよう大切に保存してください

4. お買い上げ日から1年以内に、製品、部品または製品の一部に製造上の環疵があると認められる場合、すべての部品の交換及び製品修理サーピスまた

は交換を無料でこ提供致します。(該当する部品の生産が終了するなど部品の在庫がない場合は、moosoo社が代替となる別の部品に交換します）

      修理・交換作業はすべて moosoo社が承ります。

      本製品は日本国内での使用のみが保証の対象となります。

5. 保証適用外となるケース次の場合は、保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。

    ・ 本取扱説明書に従わない、不注意な操作や取り扱いによる故障及び損傷。ならびに、必要なお手入れを怠ったことによって生じた故障及び損傷。

    ・ 一般家庭用品以外の用途(例えは業務用など)に使用された場合。

    ・ moosooの説明や本取扱説明書に記載された通りに使用されなかった場合。

    ・ moosoo社製纯正部品以外を使用した場合。
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9. Wifi接続
１. QRコードをスキャンして（または”Smart Life”を探す）アプリをダウンロードしてください。
２. ダウンロードしてから、次の指示通りに登録してください。
３. アプリを開いて「デバイスの追加」、「小型家電」、「ロボットクリーナー」の順でクリックしてください。
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４. 製品は「スタンバイ」の状態であることをご確認ください。
     （図のように、電源スイッチが入れていることをご確認ください。）

５. 本体の               を長押して、WIFIインジケーターが点滅していることをご確認ください。

      アプリで「点滅してから、次へ」をクリックしてください。
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６. WIFIアカウントとパスワードを入力してください。（今は2.4ＧWi-Fiのみ接続できます、5ＧWi-Fiはまだ接続できません）
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