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The light dots in bowl are fiberglass for enhancing strength. 
Rest assured that it is non-toxic and won't affect its functions.
"碗內淺色小點為增加碗體強度的玻璃纖維，無毒且不影響使用功能，請安心使用。"
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Product Introduction

BOBOPET Rolling Feeder Components

Component 

UNLOCK LOCK

Instructions

UNLOCK

45 °
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Opening  

Screw

Suction cup control button  

Round sphere

Suction Cup

Base switch

Cover switch

Base

click!!

45 ° LOCK

The ”BOBOPET Rolling Feeder” is a pet feeder that combines a Food bowl and a Treat Ball to make "eating" even more fun! When 
the bowl is in use, it is attached to a smooth surface by a strong suction cup.
With the unique suction cup and 240 degrees anti-flow design, your puppy can enjoy the mealtime while keeping the floor clean. 
Because of our special design, it allows you to transfer a food bowl into a treat ball which provides physical activity and puzzle 
games for your pet during sniffing play interactions.
The Rolling Feeder Ball concept also allows dogs to eat in sections slowly for a healthier diet.

Base Suitable surface for the suction cup  
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The base can be removed by sliding 
the base switch to unlock it. 

Base: both suction cup and round 
sphere can be set into BOBOPET 
rolling feeder. 
It can be locked with the rolling 
feeder through the base switch. 

Installation is complete! Put your 
puppy’s food in and enjoy. 
If you put water or any liquid in, do 
not over the lower edge of the round 
screw.

The suction cup is suitable for 
smooth surfaces. 
If the surface is waxed, rusted, 
scratched, cracked, uneven or there 
is a gap on the surface, etc., it is not 
suitable for use suction cup. 

To disassemble it: Slide the base 
switch to unlock it before you take 
the ball part out. Do not rotate the 
ball directly to release the suction 
cup as this may cause damage to 
the base internal structure. 

       Wipe the suction cup surface 
and place the suction cup surface 
on the ground with the control 
button toward forward.
       Keep pressing down on the 
base and rotate it 45° clockwise. 
When you hear a click, the base has 
successfully attached to the floor.
Please do not rotate it any 
further to avoid damage to the 
internal structure. 

When this product is used as a food bowl, the cover can be closed to keep out dust from food.

      Keep pressing the control button 
when you remove the suction cup 
base from the ground.  
      Turn counterclockwise to release 
the base from the ground. Please 
ensure that the base is turned fully 
counterclockwise so that the suction 
cup surface is steady.

       Make sure the base switch is 
unlocked, and place the ball part on 
the base vertically with the opening 
toward the user. 

       Slide the cover switch towards 
the opening to unlock it. 
       Hold the cover by the sides with 
both hands, pull the cover upward 
to the highest point, and push the 
cover back. 

       Next, slide the base switch 
to lock it. 

Opening

Food bowl mode 

Dust-proof cover .
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Disposal

Brand : FLYTTA

Manufacturer Information

Safety Precautions

       Place both of your hands on both 
round cover sides with the opening 
upwards.

Turn the round screw counterclock-
wise to remove it on both sides. 

Hold the outer sides of the round 
cover with both hands and pull the 
round cover outwards to release it 
from the bowl grooves. (Avoid 
deforming the cover by excessive 
force)

BOBOPET can be cleaned in 5 parts 
so that no dirt is left in any corner!

Ball, Base

Do NOT fill with liquids in treat ball mode.

      Slide the cover switch toward the 
opening.

       Push the bowl part toward your 
direction with your fingers
       The bowl part will slide down 
immediately, then you can put in 
the feed.

      The opening is adjustable so that 
you can control how easily the feed 
falls out in stages. Feed diameter must 
be less than 20mm.

Treat ball mode 

Disassembly  

Opening

How to clean

1. When cleaning with a soft sponge and a neutral dishwasher, avoid scratching the bowl and causing bacteria to grow.
2. It is recommended to wipe clean the base of the suction cup. If you need to wash it in water, please make it dry totally to avoid
     affecting the suction power 
3. You can separate the cover from the bowl by turning the round screw counterclockwise to remove it on both sides. After 
     separated, you can clean it totally. 
4. Only the screw can be removed for cleaning purpose, do NOT disassemble other remaining parts (e.g. the cover switch and the 
     opening).
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UNLOCK LOCK
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「BOBOPETローリングボウル」は、食事ボウルと餌漏れボールの組み合わせ、お家のペットちゃんに「食べる」ことをもっと楽し
くさせる製品です！食事ボウルとして、ご使用の際、強力な吸盤が滑らかな地面に吸着されし、240°全方向に餌や食べ物が漏れない
設計を加えて、ペットちゃんに気軽に食事させることができます。その上に、「ゆっくりと食事」のコンセプトを持って、より健康
的な食事習慣を培わせます。また、独自のセグメントデザインで、「餌漏れボール」に変えることができます。ペットちゃんと遊び
しながら、実際に運動及び知育効果が得られます。
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吸盤ベース

餌漏れ穴の蓋

上蓋スイッチ

ベーススイッチ

丸いネジ

丸いネジ

吸盤ベースの使用方法

食事ボウルの場合

商品本体の後ろにベーススイッチを解
錠状態にスライトすると、本体より吸
盤ベースを取り外すことができます。

食事ボウルを設置完了します。餌や食
べ物を入れると、ペットに食事を楽し
くさせます。
注意：水など液体を入れる場合、入
れる量がボウルの内側に丸いネジの下
端を超えないようにしてください。

食事ボウルを取り外す時、本体の後ろ
にあるベーススイッチを解除してから、
本体を持ち上げます。
注意：ベース内部を損傷しないように
、絶対に直接本体ボウルを持って、回
して外そうとしないでください。

      吸盤ベースを取り外す時、横に吸
盤スイッチを押しながら、
      左回りに回すと吸盤を外すことがで
きます。
注意：回す時、完全に吸着解除するよ
うに、必ず最後まで回してください。

吸盤ベースは、吸盤面とボール面の両
面が本体のボウル部分に取り付けること
ができます。ベーススイッチで吸盤ベー
スを本体ボウルに固定します。

      吸盤ベースの吸盤面と吸着表面をきれ
いに拭き、吸盤スイッチを前に向いて、
吸盤面を吸着表面に向いて置きます。

      ベーススイッチが解錠状態になってい
るかご確認して、餌漏れ穴の蓋がある面
を手前に向いて、本体を吸盤ベースと組
み合わせます。
      しっかり組み合わせてから、後ろにベ
ーススイッチをスライドして、ロックするこ
とをお忘れないようにください。

      吸盤ベースを押し続いて、時計回りに45
度を回って、カチッと音がすると、表面に吸
着完成されます。なお、内部の構造を壊され
ないように、それ以上回さないでください。

餌漏れ穴の蓋

      本体トップに上蓋スイッチを餌漏れ穴
の方向にスライドしてロックを解除してく
ださい。

      両手で本体両側の丸い部分を持って、
カバーを一番高い位置まで斜め上に引い
て、後ろ向けて開けます。

ホコリを防ぐ上蓋

食事ボウルとしてご使用する際、上蓋を閉じると、餌にほこりの付着を防止することができます。

吸盤は、表面が滑らかな材質の吸着に適して
います。
表面にワックス塗装、さび、目で見える大き
さの傷、ひび、コンクリートの隙間、凹凸が
ある状況に使用しないてください。
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商品およびパッケージの廃棄は、お住まいの地域の条例に従ってご処理してください。

餌漏れボールの場合 餌漏れボールの場合、液体を入れないでください。

各部品の取り外し

      餌漏れボールを開ける場合、本体トッ
プに上蓋スイッチを餌漏れ穴の方向にス
ライドしてロックを解除してください。
      餌漏れ穴の蓋を上に向いて、両手で
本体の両側を押さえて持ちます。

ボウルの内側に丸いネジを反時計回り
に回して、取り外しできます。

両手で上蓋の両側の丸い部分を持って
、同時に外側に引っ張ると本体から外
すことができます。
注意：上蓋が変形しないように、強い
力で引っ張らないでください。

本製品は、合計5部分に取り外され、
清潔されることができるので、隅に汚れ
がしっかり洗えます。

      本体ボウル部分を手前に押して、ボ
ウルと上蓋を離れます。
      上蓋を反時計回りに回して開けて、
餌やおやつを入れることができます。

餌漏れ穴の蓋で、穴の大きさを調整こ
とができるので、状況によって、餌落下
の難易度がコントロールできます。
注意：餌は、直径20mm以下にしてく
ださい。

餌漏れ
穴の蓋

1. 本体を傷つけて細菌が発生しないよう、柔らかいスポンジに中性洗剤をつけて洗ってください。
2. 吸盤ベースは、拭いてきれいにすることがおすすめです。水洗の場合は、吸着力に影響する可能性があるので、吸盤の中に、水を取り   
     除くことを確保してください。
3. ボウルの内側に丸いネジを反時計回りに回してから、上蓋と本体を分離すると、細かいところまで洗えて便利です(取り外し方法参照)。
4. 丸いネジ以外、他の部品（例えば上蓋スイッチ、餌漏れ穴の蓋など）を取り外さないでください。

禁止されていること
本製品を使用する前に、必ず以下の内容をお読みください。もし、以下の原因で、直接的または間接的に
人体への傷害、財産の喪失などが発生しても、当社は賠償責任および法的責任を負いかねます。

涼しく風通しの良い場所で保管し、直射日光を避けてください。
使用前、損壊がないかしっかりご確認ください。製品の不備を発見した場合、直ちに使用を中止して、お客様のご相談窓口へご連絡してください。

本製品は食べられません。ペットが食べて飲み込まないようにご注意ください。ペットが製品を噛んでいることを発見した場合、直ちに止めてください。

製品損壊の恐れがあるので、高いところから落下したり、階段で使用したりしないでください。
自分が見える範囲内でペットに使用させ、常に使用中の状況を観察してください。

食事ボウルと餌漏れボール以外の目的で、使用しないでください。
変形や損壊の恐れがあるので、冷凍庫に入れないでください。
煙や焦げ、融解、異臭が発生して機能が損失するので、熱いヤカン、電子レンジ、オーブンなどの加熱設備を近づいてないでください。
変形や破損防止のため、食器洗い機、乾燥機は50°C以下で使用することがおすすめです。
製品が黄変で破損につながる可能性があるので、紫外線除菌器を使用しないでください。

清浄、メンテナンス時、柔らかいスポンジや布に、水または中性洗剤をつけて、「こすって」洗うようにしてください。製品損壊の恐れがあるので、
化学溶剤 （希釈済みもの、汽油、アルコール、ケロシンなど）を使用しないでください。
油で汚れた場合、シミや変色防止のため、すぐに中性洗剤で洗ってください。

BOBOPETローリングボウル
ローリングボウル、吸盤ベース

吸着力に影響する恐れがあるので、シャープな物を吸盤を近づけないで、刺さないでください。目に見える損傷がある場合、すぐ使用を中止して
ください。

ペットが破損した製品パーツを誤飲した場合、速やかに獣医へ連絡してください。






