
Auto-Empty Robot Vacuum and Mop 
取扱説明書

本書の図示は参考のみ、実際の外観は実物に準じてください。
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使用制限

安全規範

 · 本製品は製品の安全な使用方法と危険性を理解している方の指示監督のもとで使用して
ください。感電・けがの原因となります。特にお子さまにご注意ください。

 · ロボット掃除機をおもちゃとして子供に遊ばせず、ロボット掃除機が掃除中に、子供や
ペットが近づかないようご注意ください。

 · 電源コードが破損した場合、カスタマーサポートより専用品を購入して交換してくださ
い。 

 · 本製品はご家庭の床の掃除向けに設計されています。屋外や床以外、業務用としてのご
利用はお控え下さい。

 · 落下防止センサーを搭載する機種のご利用時でも、落下の恐れがある箇所には、防止柵
などを設置してご利用ください。

 · ロボット掃除機本体を逆さまに置かないでください。LDS センサー保護カバー、ロボット
掃除機本体カバー、およびバンパーを持ち手としてロボット掃除機を持ち運ばないでくだ
さい。

 · 40℃以上、0℃以下の環境又は液体や粘着性のあるものがついている床でご使用にならな
いでください。

 · ご使用前に、ロボット掃除機が掃除中に引っかかることのないように、床にあるケーブ
ルを取り除いてください。

 この説明書をお読み上で、正しく安全にお使いください。 
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バッテリ
ーと充電

 · サードパーティーのいかなるバッテリー又は自動集塵ベースを使用しないでください。
本製品はRCS7 自動集塵ベースのみで充電することができます。

安全規範

 · ロボット掃除機が掃除中にぶつかり、貴重品を損壊することのないように、床を片付け
てからご使用ください。

 · ロボット掃除機の掃除中に、人体又はペットの毛髪、指等をロボット掃除機の吸込口に
近づけないでください。

 · メインブラシのクリーニングツールは子供が届く場所に放置しないでください。

 · ロボット掃除機が動作中、停止中であってもいかなるもの（子供、ペットを含む）もロ
ボット掃除機に載せないでください。

 · 燃えているものや、高温のものの掃除にご使用にならないでください。

 · 本体に硬い物又は鋭い物を吸い込ませないでください。

 · シャットダウン又は電源オフの状態にてロボット掃除機本体及び自動集塵ベースの清掃
又はメンテナンスを行ってください。

 · 濡れた布でロボット掃除機本体や自動集塵ベースを拭いたり、液体で洗い流したりしない
でください。水洗い可能な部品を洗浄した後、十分に乾燥してから取り付けてください。

 · 取扱説明書の指示に従い本製品をご使用ください。誤った使い方により生じたいかなる
損失又は損害について弊社は負担を負い兼ねます。
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レーザーの安
全性に関する
情報

 · 本製品のレーザーセンサーは、IEC 60825-1：2014 のクラス1 レーザー製品規格に準拠し
ており、危険なレーザー放射を発しません。

安全規範

 · バッテリー又は自動集塵ベースを無断で分解、修理又は改造しないでください。

 · 自動集塵ベースを熱源の近くに置かないでください。

 · 濡れた布又は手で自動集塵ベースの接触部を拭いたり、メンテナンスしないでくださ
い。

 · 廃棄したバッテリーを無断で捨てず、専門の回収機構へお持ち込みいただき適切に処分
されるものとします。

 · 電源コードに破れ又は折れが生じた場合、直ちに使用を停止し、すぐにカスタマーサポ
ートにご連絡ください。

 · お引っ越しなどで製品を運搬する場合、本体の電源を必ずオフにしていただき、商品ご
購入時の梱包材で包装することをお勧めします。

 · 本製品は長時間使用しない場合、フル充電してから本体をシャットダウンし、乾燥した
冷暗所で保管し、バッテリーの過放電のないように、少なくとも3 か月に1 度は充電して
ください。
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本機器に充電可能なリチウムイオンバッテリーパックが含まれ、廃棄処分時に環境に有
害なため、機器を廃棄処分する前に、以下の通りにバッテリーを機器から取り出し、適
切に処分してください： 
 · バッテリーを取り外す前に電源を切り、できる限り電量を使い切ってから、機器の下カ
バーにある固定ネジを緩め、下カバーを取り外します。
 · バッテリーの接続端子を引き抜いてからバッテリーを取り出し、危険な状態を防ぐため
に、バッテリーケースを損壊しないようご注意ください。
 · 取り出されたバッテリーは専門の回収機構へお持ち込みください。

安全規範
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アクセサリー

取り付け済みの付属品

その他のアクセサリー

製品紹介

水タンク サイドブラシ

クリーニングツール メインブラシ ダスト容器

電源コードモップパッド

ダストパック × 2（取り付け済み× 1）
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本体

製品紹介

電源 / クリーニングボタン
 · 3 秒長く押すと、電源オン・オフします
 · 起動後、短く押すと掃除を開始します

ベース帰還 / スポット掃除ボタン
 · 短く押すと、自動集塵ベースに戻ります
 · 3 秒間長押しすると、スポット掃除モードが開始されます

ステータス LED
 · 白色/ 点灯：掃除中又は掃除完了
 · オレンジ色/ 点滅：エラー
 · 白色/ ゆっくり点滅：低電力でない状態の充電中

 

カバー
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本体

本体センサー

製品紹介

リセットボタン
·3 秒長く押すと、工場出荷時
の設定に戻します

Wi-Fi LED

クリーニングツール

空気口 / スピーカー

LDS センサー

バンパー

ベース帰還センサー

転落防止センサー

タイヤ

転落防止センサー

転落防止センサー

タイヤ

メインブラシ

充電端子

ブラシガードロック

自動集塵接続口

補助輪サイドブラシ
充電端子
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自動集塵ベース 自動集塵ベース（トップカバーを開けます）

自動集塵ベース（底部）

自動集塵ベース（背面）

製品紹介

トップカバー

ステータス LED
白色 / 点灯：自動集塵ベースが電源接続中 
白色 / ゆっくり点滅：ロボット掃除機本体
が充電中 
オレンジ色 / 点滅：エラー

ダストパック用スロット

ダクトカバー

ねじ

フィルター

シグナル発信エリア

充電端子

自動集塵接続口

コード収納スペース

電源コードソケット
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ダスト容器 水拭きモジュール

ダストパック

製品紹介

水タンク

モップパッド

注水口
水タンク取り外しボタン

フィルター

ダストパックの取手

自動集塵接続口

ダスト容器カバークリップ

取り外しボタン

ご注意：自動集塵ベースは工場出荷時に新しいダストパックが取り付けられています。

貼付位置

モップスロット
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部屋環境の整理

地面に散らばっているワイヤー、雑巾、スリッパ、子供のおもちゃなどの雑貨
を片付け、本体の効率を向上させます。

掃除待ち区域のドアを開け、部屋中のテーブルや椅子等の家具を整え、できる
限り最大の掃除スペースを空けてください。

ロボット掃除機が掃除待ちの区域を識別できるよう、ロボット掃除機の前方、
敷居と通路の狭いところに立たないでください。

掃除前に、安全でスムーズに動作することを確保するために、物理的なガー
ドバーを使用して、落下の恐れのある場所や、ロボット掃除機が挟まりそう
な場所をふさいでください。
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1. 保護材の除去

2. サイドブラシの取り付け

カチッ

使用前の準備

ご注意：サイドブラシを「カチッ」と音がするまで取り付けます。

自動集塵ベースについて
掃除が終わった後、ロボット掃除機がスムーズに戻ることができるように、ロボット
掃除機は自動集塵ベースから掃除を開始させることをお勧めします。また、掃除中は
自動集塵ベースを動かさないでください。
ロボット掃除機が掃除を終えて自動的に自動集塵ベースに戻ると、自動集塵ベースは
ロボット掃除機の中のごみの回収を自動的に開始します。その他の設定も APP 上で
操作可能です。

3. 電源コンセントにベースを接続し、充電を開始します

Wi-Fi のカバー
範囲が良好

電源コード収納ソケットへ電
源コードを収納してください。

> 1.5 m

> 0.3 m

> 0.5 m

> 0.5 m

ご注意：
 · 自動集塵ベース両側0.5m 及び前方0.5m の範囲にものを置かないでください。
 · 自動集塵ベースの発信部を遮らないでください。
 · 初めて使用される前に、フル充電してから使用されることをお勧めします。

自動集塵ベースを平らな床に、背面を壁につけて設置していただき、電源コンセ
ントを接続してください。ロボット掃除機をベースに置くと、自動的に起動し、
充電を開始します。
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本製品は、ご使用のデバイスを制御するために使用できる Dreamehome アプリと連動
します。

アプリの接続

1.Dreamehome アプリをダウンロードします
ロボット掃除機本体の QR コードをスキャンするか、アプリストアで「Dreamehome」
を検索し、アプリをダウンロードしてインストールします。

ご注意：
 · Wi-Fi ワイヤレス接続は 2.4GHz 周波数帯のネットワークのみに対応していま
す。

 · アプリのバージョンが更新されている可能性があるので、最新のアプリバージョ
ンに基づいた手順に従ってください。

 · iOS10.0 及びそれ以降に対応/Android 4.4 及びそれ以降に対応。

3. Wi-Fi をリセットします

「Wi-Fi 設定の完了を待機中」という音声が聞こえるまで、  ボタンと ボタンを
同時に押し続けます。Wi-Fi LED がゆっくり点滅し始めたら、Wi-Fi のリセットに
成功しました。

ご注意：スマートフォンがロボット掃除機本体と繋がらない場合、Wi-Fi をリセ
ットし、ネットワーク設定モードに入った後、改めてデバイスを追加することが
できます。

Dreamehome アプリを開き、右上の「 」をタップし、上記の QR コードを再度
スキャンして「DreameBot D10 Plus」を追加します。アプリで表示される案内に
従って Wi-Fi を接続してください。

2. デバイスを追加します

QR コード

Wi-Fi LED
 · 低速点滅：接続待ち
 · 高速点滅：接続中
 · 常時点灯：Wi-Fi 接続済
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1. 電源オン / オフ

3. 掃除モード

使い方

 ボタンを 3 秒以上長く押すと起動し、電源 LED が点灯し、ロボット掃除機本体
が待機状態に入ります。ロボット掃除機本体が静止した状態にある場合、  ボタ
ンを 3 秒以上長く押すとシャットダウンします。

アプリにて静か、標準、パワー、スーパーパワーモードを選択することができ、
デフォルトは標準モードです。

2. 掃除開始
本体の  キーを短く押すと、起動後に本体はスキャンして生成したマップに基づ
いて動的に清掃ルートを計画します。エリアごとに、外周、内側の順で弓状に掃
除を行っていきます。

4. 一時停止 / スリープモード
一時停止：本体の稼働中に、いずれかのボタンを押すと、停止になります。
スリープモード：一時停止の状態が 10 分間以上続くと、ロボット掃除機本体はス
リープモードに切り替わり、電源 LED が消灯します。 いずれかのボタンを押すと
本体が起動します。

ご注意：
 · 充電されていない場合、スリープモードの状態が 12 時間以上続くと、自動的に
電源が切れます。

 · 一時停止状態で、手動でロボット掃除機本体をベースに接続すると、進行中の掃
除が終了します。

5. スポット掃除モード
スタンバイまたは一時停止の状態で、  ボタンを短く押すと、スポット掃除を開
始します。このモードは、ロボット掃除機本体を中心とした半径 1.5m 以内を掃
除します。掃除完了後、元の位置に戻ります。

ご注意：稼働中にいずれかのボタンを押すと、進行中のスポット掃除が終了します。

6. アプリの追加機能
アプリからさまざまな機能をご利用ください。アプリのバージョンが更新されて
いる可能性があるので、最新のアプリバージョンに基づいた手順に従ってくださ
い。
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7. 水拭き機能を使用します

使い方

より良い水拭き効果を得るために、ご使用になる前に、床を3 回掃除してから水拭
き機能を使用することをお勧めします。

1）モップを湿らせた後、水が垂れないようにしぼり、図の順序に従って、水タン
クのモップスロットにモップを差し入れ、しっかりと貼り付けます。

3）モップモジュールを矢印の方向に合わせ、所定位置に収まるまでロボット掃除
機の背面に取り付けます。  ボタンを押すか、アプリを使用して掃除を開始します。

2) 注水カバーを開け、水を注入します。
4) 水タンクを取り外す場合、水タンクの両側にある取り外しボタンを奥に押し、
後ろへ引けば良いです。

ご注意：
 · カーペットに水拭き機能のご使用はお控えください。
 · 必要に応じ、アプリにて水拭きの水量を調整したり水拭き禁止エリアを設定する
ことができます。

ご注意：消毒剤又は洗剤はご使用にならないでください。

ご注意：充電時又は使用しない時には、カビや異臭のないように、水拭きモジュ
ールを取り外し、水タンクに残留した水を捨て、モップを洗浄してください。

カチッ

カチッ

① ② ③
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ダスト容器のお手入れ

日常のお手入れ

* 毎回使用した後、掃除することをお勧めします。
1. ロボット掃除機本体のカバーを開け、取り外し
ボタンを押しながら、ダスト容器を上へ取り出し
ます。

2. 図のようにダスト容器カバーを開け、ご
みを捨てます。

3. ダスト容器の自動集塵接続口のお手入れ。

5. フィルターは水洗いしないでください。 ダスト容器のみ水洗い可能です。取り付ける前に完全に乾かしてく
ださい。

4. フィルターを取り外し、フィルターフレーム
を軽くたたき、ホコリを捨てます。

ご注意：
 · 浄水で洗い流し、洗剤は一切使用しないでください。
 · 必ず乾燥させてから使用してください。
 · ブラシや指でフィルターを掃除しないでください。
 · フィルターは2 週間に1 度のお掃除と、3 か月に1 度の交換をお勧めします。



16

モップモジュールの掃除
1. 水タンクの両側にある取り外しボタンを押しながら、モップモジュールを後ろ
へ引いて取り外し、モップを取り外します。

3. モップを洗い流し、乾燥します。

2. 水タンクに残留した水を捨て、洗い流してから乾拭き又は自然乾燥します。 4. 水タンクから染み出しが不均一、速度が遅すぎる場合、水タンクカバーの上に
ある通気口を適時に掃除してください。

ご注意：水タンクは長く日光にさらさないでください。

ご注意：
 · 汚水の逆流による出水口詰まりのないように、使用後、必ずモップを取り外して
洗浄してください。

 · 掃除効果を確保するために、3~6 か月ごとにモップの交換をお勧めします。

 

日常のお手入れ
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メインブラシの掃除 サイドブラシの掃除

タイヤ / 補助輪の掃除

両側にあるメインブラシガードロックを押しながら、メインブラシを上へ取り出
します。

サイドブラシを抜き出し、クリーニングツールでサイドブラシを掃除します。

図のようにメインブラシの両側にあるキャップを取り出し、付属のクリーニングツ
ールでメインブラシ及びベアリングに絡まった毛髪を取り除きます。

ご注意：メインブラシに絡まった毛髪を無理に取り除くとメインブラシが破損す
るおそれがあります。 ご注意：小型ドライバなどの工具を使って、補助輪を取り外すことが可能です。

日常のお手入れ
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LDS センサーのお手入れ

充電端子のお手入れ

充電端子と自動集塵接続口のお
手入れ

ベース帰還センサーのお手入れ

転落防止センサーのお手入れ

日常のお手入れ
ご注意：ロボット掃除機本体及び自動集塵ベースの内部に精密電子部品があるので、お手入れする時に乾燥した布巾を使用してください。浸水による故障が発生する恐れ
があるので、濡れた布巾はご使用にならないでください。
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ダストパックの交換

日常のお手入れ

4 ～ 6 週間ごとにダストパックを交換することをお勧めします。

1. ダストパックを捨てます。 3. 新しいダストパックを取り付けます。

2. 乾いた布でフィルターをきれいに拭いてください。 

4. 自動集塵ベースのトップカバーを閉めます。ご注意：ダストパックを取り出す時、ほこりがこぼれないように、ダストパック
の取手を閉めてください。

ご注意：自動集塵ベースのトップカバーが閉じられず、ダストパックが取り付け
られていない場合は、自動集塵ベースを無理に閉じないでください。
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ダクトの掃除

ロボット掃除機本体の再起動

バッテリー

日常のお手入れ

ダクトの詰まりが発生した場合は、次の手順に従って掃除してください。

ボタンが反応しない又はシャットダウンしない場合、  ボタンを 10 秒長押し、強
制終了した後、  ボタンを 3 秒押し、電源を入れます。

ロボット掃除機本体に高性能のリチウムイオンバッテリーが内蔵され、バッテリ
ー性能を維持するために、通常の充電時はフル充電した状態にしてください。長
時間使用しない場合、シャットダウンして保管してください。バッテリーの過放
電のないように、少なくとも 3 か月に 1 度の充電をお勧めします。

1. ダクトカバーのネジを外し、ダクトカバーを外します。

2. ダクトに異物が詰まっていないかを確認します。詰まっている場合、
掃除してください。

3. 図に示すように、ダクトカバーを取り付けます。
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よくあるご質問

問題 解決策

ロボット掃除機の電源が
入りません

バッテリー残量が不足しています。ロボット掃除機本体を自動集塵ベースで充電してから使用してください。
周囲の温度が低すぎるか（0℃以下）、高すぎます（40℃以上）。ロボット掃除機の動作温度は、0℃～ 40℃です。

ロボット掃除機が充電さ
れません

自動集塵ベースに電力が供給されていません。自動集塵ベースの電源コードがしっかり差し込まれているかを確認
してください。
接触不良の場合、自動集塵ベースとロボット掃除機本体の充電端子を掃除してください。

ロボット掃除機が自動集
塵ベースに戻りません

自動集塵ベースの周辺に障害物があります。自動集塵ベースを障害物のない場所に置いてください。
自動集塵ベースとロボット掃除機本体の発信部を拭いてください。
ロボット掃除機を動かすと、ロボット掃除機は再び位置確認するか、周囲のマップを再度作成します。ロボット掃除機
が自動集塵ベースから離れすぎている場合は自動的に自動集塵ベースに戻れないことがあり、その場合は手でロボット
掃除機を自動集塵ベースに戻してください。

ロボットが誤動作します 一旦ロボット掃除機の電源を切って再起動します。

ロボット掃除機から異音
がします

メインブラシ、サイドブラシ、またはタイヤに毛髪やごみが絡まっている可能性があります。ロボット掃除機の電
源を切って、毛髪やごみを取り除いてください。

ロボット掃除機が効率的
に掃除しなくなったり、
ほこりが残ったりします

ダスト容器が満杯になりました。ダスト容器と自動集塵接続口を掃除してください。
フィルターが詰まっています。フィルターを掃除してください。
メインブラシに異物が絡まっています。メインブラシを掃除してください。

ロボット掃除機が Wi-Fi
に接続できません

Wi-Fi への接続中に異常が発生しています。Wi-Fi をリセットし、最新バージョンのアプリをダウンロードし、もう
一度接続してみてください。
位置情報権限がオフです。アプリで位置情報権限がオンになっていることを確認してください。
Wi-Fi 信号が弱いです。ロボット掃除機が Wi-Fi 信号強度が良好な範囲内にあることを確認してください。
5 GHz Wi-Fi はサポートされていません。ロボット掃除機が 2.4 GHz Wi-Fi に接続していることを確認してください。
入力された Wi-Fi のユーザー名またはパスワードが正しくありません。正しいユーザー名とパスワードを入力して
ください。
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よくあるご質問

問題 解決策

ロボット掃除機がスケジュール掃除
しません バッテリ残量が不足しています。バッテリー残量が低い場合、スケジュール掃除は開始しません。

ロボット掃除機がフル充電されてい
る場合、ロボット掃除機が自動集塵
ベースに設置されている時、バッテ
リーが消費します

ロボット掃除機は自動集塵ベースにある状態でのバッテリー消費量は極めて低いため、最適なバッテリ
ー性能を維持するのに役立ちます。

モップモジュールから水が出ません
または少ししか出ません

水タンクに水があるかを確認してください。
モップパッドが汚れたら掃除してください。
取扱説明書に従い、モップパッドを正しく取り付けてください。
水タンクカバーの上にある通気口を適時に掃除してください。

ロボット掃除機が充電後に掃除を再
開しません

ロボット掃除機がスリープモードに設定されていないことを確認してください。このモードでは、掃除
の再開が実行されません。
ロボット掃除機を手動で充電したり自動集塵ベースに戻したりすると、掃除の再開は実行されません。

ロボット掃除機が自動集塵ベースに
戻る時、自動集塵は実行しません スリープモードでは自動集塵を実行しません。

自動集塵の時間が長くなることがあ
ります

ロボット掃除機の自動集塵の実行時間が長くなったり、集塵がスムーズに実行されない場合、自動集塵
時間が延長され、詰まりを防ぎます。

自動集塵ベースのトップカバーが閉
じられません ダストパック取り付けているかを確認してください。取り付けていない場合は取り付けてください。
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基本仕様

型式 RLS3D

バッテリー 5200 mAh ( 公称容量 )

充電時間 約 6 時間

定格電圧 14.4 V 

定格電力 46 W

型式 RCS7

定格入力 100-110 V  50-60 Hz

定格出力 19.8 V 1 A

定格電力 600 W

ロボット掃除機本体 自動集塵ベース



詳細および販売後のサポートについては、support.jp@dreame.tech / https://www.dreametech.jp/ までお問い合わせください。
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