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本製品をご使用になる前に、必ず本取扱説明書をお読みください。また、安全の為に記載されております、以下の注意事項をよく読み、正しくお使い下
さい。尚、本取扱説明書を読んだ後は、いつでも見られる場所に保管するようお願い致します。

正しくご使用頂けない場合には、不意の事故や故障等が起こることがあります。

注意

1. ご自身で製品を分解しないで下さい。故障の際や修理が必要な時は、専門の技術者に依頼頂くか、ご購入頂いた販売店に連絡して下さい。

2. 純正品の電源アダプター以外は絶対に使用しないで下さい。故障又は火災等の事故原因となる恐れがあります。

3. 濡れた手で電源コードやコンセント、電源アダプター等を触らないで下さい。

4. カーテンや服、ご自身の指等が車輪に巻き込まれないよう十分にご注意下さい。

5. 火が付いた状態のタバコやライター、その他火気類を製品の近くに置かないで下さい。

6. 本製品の手入れやメンテナンスをする前には必ず電源を切って下さい。

7. 電源コードを無理に折り曲げないで下さい。また、重い物や鋭い物を製品に置くことはしないで下さい。

8. 本製品は家庭用に設計された掃除機ですので、屋外等では使用しないで下さい。また、本製品に座る等の行為は故障の原因になりますので、絶対に
おやめ下さい。

9. 濡れた場所（例えば、お風呂場）では使用しないで下さい。

10. 本製品を利用する前には、床にある壊れやすい物（例えば、ガラス製品、照明機器等）、や絡まりやすい物を予め片付けて下さい。

11. 本製品が落下する恐れのある場所には置かないで下さい（例えば、テーブルなど）。

12. 使用する前には、電源アダプターがコンセントに差し込まれていることをご確認下さい。バッテリーが故障する恐れがあります。

13. 本製品を使用する前には、躓いだり、衝突して怪我することを防ぐために、周りにいる方に知らせてからご使用下さい。

14. ダストボックスにゴミが溜まった時は、中のゴミを取り除いてからご使用下さい。

安全上のご注意
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15. 本製品の最適な使用環境としては、室温が0℃～40℃の範囲となります。

16. 上記温度以上の高温環境で本製品を使わないで下さい。

17. 廃棄する前には、必ずバッテリーを取り外して下さい。

18. バッテリーを取り外す際には、製品に電源が入ってないことをご確認下さい。

19. 廃棄する場合には、バッテリーをリサイクルして下さい。

1. 本製品には、純正品の充電バッテリー及び充電台しかご使用頂けません。バッテリーの不具合や交換の際には必ずメーカー又は正規販売店までご
連絡下さい。尚、バッテリーの仕様は「仕様書」を参考にして下さい。

2. 火気類や壊れやすい物がある環境では、本製品を使わないで下さい。

3. 髪の毛、服、指等を製品の吸込口や進行方向に近づけないようにご注意下さい。

4. 濡れた床や水が溜っている所で本製品を使わないで下さい。

5. 小石や、紙屑など詰まりそうな物を本製品で吸込まないで下さい。

6. 燃えやすい物を製品に吸込ませないで下さい（例えば、ガスが発生する物、プリンター用の調色剤など）。

7. 燃焼中の物を製品に吸込ませないで下さい（例えば、タバコ、マッチ、灰または火災の原因となる火気類）。

8. 吸込口の側に物を置くことはおやめ下さい。また、吸込口が詰まった時は、使用を中止して下さい。ダストボックスにあるゴミや繊維、髪の毛等を定期
的に取り除いてよく清掃して下さい。

9. 本製品や充電台に対して電源コードを引っ張る等した扱いをしないで下さい。また、電源コードがドアの隙間に挟まらないようにご注意下さい。断線
する恐れがあります。このほか、電源コードを熱源に近づけないようにして下さい。

10. 故障または破損した充電台を使わないで下さい。

11. 本製品が大破した状態のままで、廃棄して燃やすことは危険ですので禁止します。バッテリーを外す等しない場合には爆発する恐れがあります。

警告
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部品の名前

パッケージ内容

 
03

電源アダプター

高効率フィルターX2



上面

底面

Wi-Fiスイッチ

上蓋
レーザーヘッド

ダストボックス開閉ボタン

電源スイッチ（入／一時停止／切）

自動充電帰還ボタン

広角レンズ

落下防止センサー 充電端子

ユニバーサルホイール

バッテリー

ローラーブラシアセンブリ

サイドブラシ

駆動ホイール

ダストボックス

各部の名称
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ダストボックス

充電

高効率フィルター

フィルター

ダストボックス金属ピース

高効率カバー

ダストボックスサイドカバー

指示ランプ

ＤＣ差込口

充電端子
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仕様

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

R3
100～240V，50/60Hz
30W
Li-ion 3000mAh
0.6L
Max, 120 min
Around 300 min

入力
出力

100～240V，50/60Hz
19V/0.6A
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使用中の注意事項

1．電源コードや破片等の障害物が散らばっていると、ロボット掃除機の
動きを妨害してしまう場合がございますので、改めお部屋を片付けて
下さい。また、清掃領域にある貴重品を安全の場所に移動してくださ
い。（貴重品が転倒、損害する恐れがあります。）

2．本ロボット掃除機を水回りまたは濡れた場所で使用しないでくださ
い。（ロボット掃除機のファンを損害する恐れがあります。）
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製品使用

準備
本製品を使用する前に、本体に貼っている保護用のフィルムを取り外します。
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充電する
1. 充電台の置く場所について：段差のない平らな床面に置いて下さ

い。また、充電台の左右約0.5ｍ、前方約1.5ｍの範囲に障害物がな

いことを確認して下さい。 

2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

3. 左右（Ｌ｜Ｒ）によりサイドブラシを取り付けます。

4. 充電する：本体を充電台で充電します（充電中は指示ランプが点滅

します。また、充電完了時に指示ランプが点灯します。満充電までの

充電時間は、約5時間です。）

掃除中にバッテリーが低下すると、自動で充電台を探し、充電を

始めます。

また、アプリの「自動充電帰還」モードをクリックすると、その場

で充電台を探し始めることもできます。

L R

充電時の注意事項

1. 日差しに晒される場所や日光を反射する物がある場所で充電台を使用しないで下さい。どうしても上記の物がある場所で充電しなければなら

ない場合には、充電台の底から７㎝迄の部分を覆う等して隠して下さい。

2. 本体が長持ちするように、使用前には満充電まで充電して下さい。尚、満充電までの充電時間は、約5時間です。
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電源オン／オフ

清掃スタート

使い方

エリア一清掃済み エリア二清掃済み

エリア三清掃中エリア四まだ清掃していない

       を長押しすると、電源指示ボタンがつき、スタンバイモードに入
ります。ロボット掃除機が操作を停止したら、        を長押しして、電源
がオフになり、清掃が終了となります。
注:
充電中、ロボット掃除機は電源を切ることができません。

一時停止

スリープ

       を短く押すと、清掃をスタートします。ロボット掃除機は高度な経
路誘導システムを利用し、清掃エリア内でまず壁際に沿って清掃し、
次はジグザグに進行し清掃する事で、お部屋を最も効率的に掃除で
きる製品です。

ロボット掃除機は10分間操作を停止すると、自動でスリープモー
ドに入り、数秒間毎に電源ランプは点滅します。任意のボタンを
押すと、スリープモードから起動します。

注:

・充電中にスリープモードに入ません。

・スリープモードで12時間を超えると、自動でオフになります。

注：

・電池残量が不足すると、清掃ができません。充電してから清掃を
再開して下さい。

・電源コード周辺の小さい障害物はロボット掃除機の運転の邪魔
をしないよう、予め片付けてください。

・清掃面積は２㎡不足の場合は、ロボット掃除機は自動で二回清
掃します。

・清掃中電池残量不足の場合は、ロボット掃除機が自動で充電台
に戻って充電します。満充電した後、先程中断した場所から清掃
を続けます。（この場合は、アプリで「自動再開機能」をオンにす
る必要がある。）

ロボット掃除機が作動中、一時停止させたい場合は、        を押し
ます。        を二回押すと、清掃が再開します。        を押すと、ロボッ
ト掃除機は充電台に戻り、清掃を中止します。

注意:

一時停止中、ロボット掃除機を充電台に載せると、清掃が完了とな
ります。
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充電
自動モード: 清掃完了後、ロボット掃除機は自動で充電台に戻り、充電を
始めます。

手動モード: 一時停止の状態で、        を短く押すと、ロボット掃除機は充
電台に戻り、充電を始めます。

充電中、電源指示ランプは1～2秒毎に点滅します。

注:

もし充電台が見つからない場合は、自動でスタート位置に戻ります。その
時、手動でロボット掃除機を充電台に載せてください。

故障状態
ロボット掃除機は起動中に異常が生じた場合は、電源指示ランプは急速
に赤く点滅し、提示音が鳴ります。解決方法は「故障の解決策」をご参照
ください。

注:

・故障状態で10分間操作しないと、自動でスリープモードに入ります。

・故障状態で充電台に載せて充電させたら、清掃が中止になります。

Wi-Fiのリセット

指定された場所に自動で移動する 

ルーターの変更、パスワードの紛失、及び他の原因でスマートフォンを
ロボット掃除機と連結できない場合は、Wi-Fiの接続案内に従い、「ネット
ワーク設定モード」に入ります。

注:

ロボット掃除機が接続を待つ状態で2分間を超えると、Wi-Fi機能が自動
でオフになります。再び接続したい場合は、Wi-Fiをリセットして操作して
ください。

注:

一時停止中に、「スポット清掃」を起動すると、それまでの清掃が中
止となります。

スマートフォンアプリで目標エリアを設定すると、ロボット掃除機は
自動でルートを設定し、指定された位置に移動します。ロボット掃除
機がスタンバイもしくは一時停止の際、アプリで「スポット清掃」を設
定すると、ロボット掃除機を中心に、1.6mX1.6mの方形エリア内の清
掃を始めます。清掃完了後、ロボット掃除機は自動でスタート位置に
戻り、作動を停止します。

1.6メートル

1.
6メ
ー
ト
ル
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スマートフォンアプリで侵入禁止エリア／バーチャルウォールの設定
が可能でございます。設定完了すると、ロボット掃除機は侵入禁止エ
リアとバーチャルウォールが隔てるエリアに入りません。

注:

・ この機能を使用する前に、アプリで「地図保存」モードを設定する必
要があります。

・ この機能は清掃エリアの区切りだけに適用します。危険エリアの隔
離に適用しません。

・ ロボット掃除機を移動し、または屋内の環境が変化した際、地図が
無効となり、侵入禁止エリア／バーチャルウォールが失効する可能
性があります。

侵入禁止エリアの設定／バーチャルウォール アプリの他の機能

侵入禁止エリア
バーチャルウォール

侵入禁止エリア

地図随時更新

清掃記録一覧

ロボット音声変更

ロボット位置探索

音量調整

地図管理

機能更新

ロボット状態確認

注:

ロボット掃除機のソフトウェアは常にアップデートされるため、機能が
変化することがあります。

ご利用中のバージョンに従いご使用下さい。
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スマートフォンアプリで清掃エリアを選択できます。ロボット掃除機
はアプリの地図にマークされたエリアを順次に清掃します。

注:

・ この機能を使用する前に、アプリで「地図保存」モードを設定する必
要があります。また、一度清掃を完成させ、地図を覚えさせる必要が
あります。

・ 清掃が開始すると、ロボット掃除機はマークされたエリア以外の場
所に出る可能性がありますので、周囲の障害物を片付けてください。
このエリアは完全に隔離することはできません。

スマートフォンアプリで清掃エリアを部分的に指定します。ロボット
掃除機は指定された一部のエリアを清掃します。

注:

清掃が開始すると、ロボット掃除機は指定されたエリア以外の場所
に出る可能性がありますので、周囲の障害物を片付けてください。こ
のエリアは完全に隔離することはできません。

選択エリア清掃

スマートフォンアプリで清掃の時間を指定すると、ロボット掃除機は
自主的に指定された時間帯に清掃を始めます。また、清掃完了後、自
動で充電台に戻ります。

スケジュール清掃

部分エリア清掃

スマートフォンアプリで静音、標準、強力モードを選択できます。最初
のモードは標準モードに黙認されます。

清掃モード

邪魔されたくない時間帯に、ロボット掃除機は自動再開モード及び
音声モードを作動しません。電源指示ランプは暗くなります。スマー
トフォンアプリで「邪魔しないモード」の解除または時間の変更がで
きます。

邪魔しないモード
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部品のメンテナンス

定期的メンテナンス
清掃効果に最大化するために、下記の表に従い、本体及び部品をお手入れしてください。

部品

高効率フィルター

ロールブラシ

サイドブラシ

ロールブラシカバー

センサー

充電端子

ユニバーサルホイール

お手入れの頻度

週に一回

週に一回

月に一回

月に一回

月に一回

月に一回

月に一回

交換の頻度

2ヶ月毎に交換

6－12ヶ月毎に交換

3－6ヶ月毎に／破損した場合に交換

3－6ヶ月毎に／カバーのシリコンが破損した場合に交換

／

／

／

お手入れの頻度に関するアドバイス:
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1. ダストボックス取り外しボタンを押して、ダストボックスを取り外し
ます。

2. ダストボックスのカバーを開け
ます。

4. 高効率フィルターの蓋を開けます。

5. 高効率フィルターとフィルターを取り出します。高効率フィルタ
ーは水で洗わないでください。軽く叩いてホコリを落とします。

3. ゴミを落とします。
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ダストボックス



6. 水でフィルターを洗います。

7. ダストボックスを布できれいに拭きます。水で洗わないようご
注意下さい。

8. ダストボックスとフィルターアセンブリを長く使用するため、完
全に乾かせてからご使用ください。

注意: フィルターが15－30日ご使用いただいたら、水で洗うことを
推奨いたします。

高効率フィルターは2ヶ月毎にご交換ください。

A. フィルターと高効率フィルターを再びダストボックスに取り付
けます。

注意: 

1. フィルターを取り付ける前に、フィルターと高効率フィルターが
乾燥な状態であることを確認してください。

2. フィルターと高効率フィルターを日光で晒させないでください。

B. ダストボックスのカバーを閉め、本体に取り付けます。

注意: 水でダストボックスを洗わないでください。
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1. ロールブラシのカバーを開けます。

2. ロールブラシを清掃します。

3. ロールブラシの軸を取り出します。

4. 絡んだ髪の毛を取り除きます。

5. サイドブラシを清掃します。
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1. 充電端子を清掃します。 2. 駆動輪とユニバーサルホイールを清掃します。 3. 床センサーを清掃します。
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故障の解決策
ロボット掃除機は運転中に異常が生じた場合は、電源指示ランプが急速に赤く点滅し、指示音が鳴ります。以下の表を参考にご対応ください。

故障の提示 解決策

エラー1:、 レーザーヘッドが異物に覆われているか、挟まれています。

エラー2、 バンパーが挟まれる。チェックしてください。

エラー3、 右側の輪が地面に接地していません。

エラー4、 地面センサーに異常があります。チェックしてください。

エラー5、 サイドブラシは異物に絡まれた。

エラー6、 車輪は異物に絡まれた。

エラー7、 ロボット掃除機は食い止められる。チェックしてください。

エラー8、 電池残量不足。

エラー9、 充電に異常があります。

エラー10、 壁センサーは覆われる。

エラー11、 地面は凹凸不平で、ロボット掃除機を新たなところに移転し
起動してください。

エラー12、 レーザーヘッドは挟まれる。チェックしてください。

異物を取り除きます。取り除けない場合は、場所を換えて、起動して
ください。

バンパーを軽く叩き、異物を落とします。異物がない場合は、場所を
変えて、起動してください。

場所を変えて、起動してください。

床に接触していません。場所を変えて、起動してください。

サイドブラシをクリーニングしてください。

車輪をクリーニングしてください。

本体の回りにある異物を片付けてください。

充電してから、ご使用ください。

電池温度が高すぎる或いは低すぎます。電池温度が正常になってか
ら、ご使用ください。

壁センサーをきれいにしてください。

平坦な場所に移動し、起動してください。

レーザーヘッドが覆われいるか、挟まれています。場所を変えて、起動
してください。
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問題 解決策

起動できません。

充電できません。

充電時間が長いです。

自動で充電に戻れません。

作動が異常です。

運転中異音がします。

清掃効果が低下、もしくはゴミが落ちます。

Wi-Fiに接続できません。

電池残量が不足です。充電してからご使用ください。
電池温度が高すぎるか、低すぎます。0－40℃の範囲でご使用ください。

充電台に電源が入っていません。充電台と電源コードが正しく接続しているかご確認ください。
接触不良です。充電台と本体の充電端子をクリーニングしてください。
充電台指示ランプが点灯しているかご確認ください。

ロボット掃除機が高温或いは低温環境で使用されると、電池の使用寿命を延長するために、充
電速度が自動で遅くなります。
充電端子に汚れがあるかもしれません。クリーニングをしてください。

充電台の回りに障害物があります。充電台を広 と々した場所に置いてください。
ロボット掃除機が充電台から離れています。充電台の付近に置いてください。

電源を一旦切り、再起動してみます。

ブラシ、サイドブラシ、車輪が絡まれています。一時停止させて、クリーニングをしてください。
ユニバーサルホイールはゴミ或いは異物に絡まれています。ドライバーで異物を取り除いてください。

ダストボックスがいっぱいです。ダストボックスをクリーニングしてください。
フィルターが詰まっています。フィルターをクリーニングしてください。
ブラシが異物に絡まれています。ブラシをクリーニングしてください。

Wi-Fi装置が起動していません。Wi-Fiをリセットし、もう一度試してみてください。
Wi-Fi信号不良です。Wi-Fi信号がカーバーできる範囲に置いてください。
Wi-Fiの接続に異常があります。Wi-Fiをリセットし、最新版のスマートフォンアプリをダウンロー
ドしてください。
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問題 解決策

スケジュール清掃が起動しません。

充電台に載せたままだと、電気が消耗されますか。

最初の三回の使用に16時間充電する必要がありますか。

清掃中充電に戻った後、自動再開モードに入りません。

スポット清掃或いは移動した後、充電台に戻れません。

突然清掃エリアを漏らしました。

電池残量が不足です。電池残量が20%以上でないと、スケジュール
清掃モードが起動しません。

電気消耗量は極めて少ないです。常に充電台に載せるのは電池の
性能を保つには有利です。

リチウム電池は記憶効果がないので、満充電したら、すぐご使用くだ
さい。

ロボット掃除機は邪魔しないモードに設定されあると、自動再開が
できません。
また、手動で充電させたり、充電台に載せたりする場合は、自動再開
モードが起動しません。

スポット清掃後或いは遠距離移動した後、ロボット掃除機は新しい
地図を形成します
もし充電台が遠いため、戻れなくなるなら、手動でロボット掃除機を
充電台に載せてください。

壁センサーと落下防止センサーが汚れた恐れがあります。きれいな
乾いた布で拭いてください。
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iOS端末ならアプリApp Storeから、Android端末ならGoogle Play Storeから「SmartLife」を検索し、SmartLifeをスマートフォンへとインストールします。
＋をクリックして、「小型家電」という名前を探してください。Wi-Fiが2.4GHz帯に接続されていることを確認する必要があります。Wi-Fiネットワーク名とパス
ワードを正しく入力すると、ロボット掃除機がWi-Fiに接続できます。尚、Wi-Fiに 接続する方法は以下の二種類があります。

1．Wi-Fiボタンを三秒長押しすると、ビープ音が鳴り、Wi-Fi表示ランプが点滅し、Wi-Fiに接続完了です。アプリの提示に従い、ロボット掃除機に対する操
作ができます。

WIFI名称

パスワード

アプリご使用時の接続
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2．Wi-Fi ボタンを6秒長押しすると、ロボット掃除機が3秒毎に一回鳴ります。二回鳴ったら、Wi-Fi表示ランプが緩やかに点滅します。Wi-Fiネットワーク
名とパスワードを入力し、確認ボタンを押すと、ネットワークの一覧にはSmartLife-xxxxという項目が表示されるので、こちらを選択します。再び
SmartLifeアプリを立ち上げると、スマートフォンとロボット掃除機の接続が自動で開始されます。画面の指示に沿って操作を進めていきます。
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