
製造メーカー：Yunjing Intelligence Technology(Dongguan) Co., Ltd. 

所在地：Building 7, No.4 Xingye Rd., SongShanLake Park, Dongguan,  

Guangdong,China

公式サイト： jp.narwal.com

Eメール： support.jp@narwal.com



ユーザー様へ ：
Narwalの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全に正しくお使いいただく

ため、ご使用前にこの取扱説明書および関連する図解をよくお読みになり、適切に保管してくだ

さい。 製品の継続的な更新により、実際の製品が本書の説明と完全に一致しない場合がありま

すので、更新された製品説明を参照してください。

ご使用中に、何か不具合が生じましたら、次の方法でNarwalのカスタマーサービス窓口までご連

絡ください。

1. 電話番号 ：0120-352-336

2. Eメール ：support.jp@narwal.com

3. Twitterにてお問い合わせの受付からお得なキャンペーンの発信などを行っております。

下記のQRコードをスキャンして、フォローしましょう。

右下のQRコードをスキャンして事前にNarwalアプリをダウンロードし、より多くの機能を使い

こなして、より便利なスマートライフをお楽しみください。

Narwalで楽しくお掃除ができますように！
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 梱包内容

機器本体

付属品

 

ロボット*1

電源コード *1

サイドブラシ *2

洗浄液 *1

モップモジュール *2

清水タンクスポンジ 
フィルター *2

ベースステーション*1

製品説明
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製品の概要

ベースステーション

汚水量表示フロート

汚水タンクラッチ

スピーカー

汚水タンク

水タンクハンドル

給水タンクバックル

清水タンク
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ロボット

ロボット側面

電源ジャック

ベースステーションの
持ち上げ用取っ手

ベースステーションの
タッチスクリーン

洗浄液の自動
供給口

ベースステーション 
クリーニングキット

クリーニングトレイ

クリーニングベース  

壁沿いセンサー

クリーンカッター

バンパー

赤外線センサー

リセットボタン

カバー

レーダーバンパー

充電電極

操作ボタン
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ロボット下部

ダストボックス

08

操作パネルの概要

ロボット操作パネル

ボタン / 表示灯 操作と機能

リングボタン クリック：家全体の掃除

ボタンを3秒間長押し：電源オン／オフ

リング表示灯 白色表示 ：電源オン／乾燥中／充電中 

白色点滅 ：デバイスは状態 

青色点滅 ：ネットワーク中 

紫色表示 ：タスク実行中

紫色点滅 ：タスク一時停止中 

赤色点滅 ：エラー

リセットボタン ボタンを5秒間長押ししてロボットをリセットします

フィルターカバー

フィルター

フィルター 
ハンドル

ダストボックス
開 / 閉ボタン

持ち上げ用取っ手

メインブ
ラシ
タイヤ

全方向性 
ホイール

落下防止
センサー

落下防止
センサー

落下防止
センサー

落下防止
センサー

吸塵口

カーペット
センサー

タイヤ
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注意事項

この製品は、家庭環境での床掃除にのみ使用できます。屋外（オープンバルコニーなど）、床以外の

場所（ソファ、窓枠など）、高い所、商業または工業環境では使用しないでください。

1．手すりのない段差がある場所（内階段のある部屋、ロ

フトや家具の上など）では使用しないでください。

2．静止または移動するロボットの上に物（人やペット

を含む）を置かないでください。

3．人身事故を防ぐため、製品が動作しているときは、髪

の毛や指などを、モップ、サイドブラシ、レーザーセン

サー、吸塵口、またはベースステーションクリーニング

キットに近づけないでください。
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4.ロボットに硬いものや鋭利なものを吸い込ませない

でください。

5.ロボットを熱源や水源（ラジエーターや蛇口など）の

近くに置かないでください。

その他の注意事項
6．ロボットの破損を防ぐため、上部カバーを開けたままロボットを運転させないでください。
7. ロボットを持ち上げるには、両手でロボットの左右をつかんで垂直に持ち上げてください。
8.ロボットがベースステーションにある場合は、ロボットが落下しないようにベースステーション
を持ち上げないでください。
9.身体的、精神的、感覚に障害のある方、または小さなお子様がこの製品を使用または操作する場合
は、保護者のサポートのもとで本製品を使用または操作してください。
10．ロボットはおもちゃではありません。ロボットが動作しているときは、子供やペットから目を離
さず、できるだけロボットに近づけないようにしてください。
11．洗浄液やモップモジュールなどの付属品は子供の手の届かない場所に置いてください。
12．本製品の梱包材（梱包袋、発泡材など）は子供の手の届かない場所に置いてください。
13．ロボットを毛足の長いカーペットの掃除には使用しないでください。
14．燃焼物（たばこの吸い殻など）の清掃に使用しないでください。
15．電源を切り、電源プラグを抜いた状態でロボットとベースステーションの清掃またはメンテナ
ンスを行ってください。
16．ロボットのいかなる部分も、湿った布や液体で拭かないでください。
17．第三者によって製造されたバッテリー、充電器、充電台は使用しないでください。
18．ロボット、ベースステーション、バッテリーを許可なく分解、修理、改造しないでください。
19．廃棄バッテリーを許可なく捨てたり保管したりしないでください。専門の回収業者に渡して処
分してください。
20．本製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外す必要があります。バッテリーを取り外すとき
は、ロボットの電源がオフになっていることを確認してください。
21．電源コードが破損または壊れた場合は、すぐにロボットの使用を中止し、カスタマーサービスま
でご連絡ください。
22．製品を輸送する場合は、ロボットの電源がオフになっていることを確認してください。元の梱包
材を使用して輸送することをお勧めします。
23．ロボットが電源コードに触れると危険です。使用前に配線をきちんと整理しておいてください。
24．床に傷が付かないように、モップがけをするときには床に鋭い大粒の砂利や鋭利なものがない
ことを確認してください。

製品の使用



ロボットを使用する際は、次の事項を含む基本注意事項に必ず従ってください。 （本装置を）使
用する前にすべての注意事項をお読みください。

警告 – 負傷または損傷のリスクを軽減するため、ロボットを設定、操作、メンテナンスをする前
に、以下の安全に関する注意事項をお読みください。 
警告 – 火災、電気ショック、負傷のリスクを軽減するために、以下に従ってください。

 
1. 長期的にロボットをご使用しない場合は、電源コードを抜いでください。 
2. 本装置は、二重絶縁です。必ず同一の交換部品を使用してください。二重絶縁装置のカスタマ
ーサービスについての注意事項をご覧ください。 
3. 二重絶縁装置のカスタマーサービス。二重絶縁装置には、以下の印が1つ以上ついています。

「二重絶縁」もしくは「二重絶縁済」という用語、または二重絶縁の記号（四角の中に四角）。

二重絶縁装置では、接地の代わりに、2つの絶縁システムが提供されています。非接地法は、二重
絶縁装置に提供されており、装置に接地を追加する方法ではありません。二重絶縁装置のカスタ
マーサービスには、システムについての十分な配慮と知識が要求され、資格がある専門員のみが
実施することができます。二重絶縁装置の交換部品は、必ず交換する部品と同一でなければなり
ません。

一般的な注意事項

安全に関する重要な注意事項

おもちゃとして使用しないでください。ロボットの作動中は、小さなお子様、ペット、ご高齢の
方をよく見守ってください。 
ロボットまたはベースステーションの上に座ったり、立ったり、または物を置いたりしないで
ください。 
必ず本取扱説明書の説明通りに使用してください。 
必ず製造者によって推奨または販売されている付属品を使用してください。 
ロボットは、防水ではありません。ロボットに液体をかけないでください。万一、ロボットに液
体がかかった場合は、ただちに乾燥させてください。 
ロボットは、屋内専用です。ロボットを屋外、商業・工業施設で使用しないでください。ロボッ
トを湿った場所や水が流れている場所で使用しないでください。 
ロボットまたはベースステーションが損傷している場合、正常に作動しない場合、落下した場
合、屋外に放置されていた場合、または水と接触した場合には使用しないでください。ロボッ
トの修理は、必ず製造者または製造者に認められたサービス機関によって行ってください。 
非常に高温または低温の環境で使用したり、保管したりしないでください。0° C（32° F） 以
下または35° C（95° F）以上の温度で作動させないでください。-20° C（-4° F）以下または70° C

（158° F）以上の温度の場所に保管しないでください。ロボットの充電は、5° C（41° F）から 30°
C（86° F）の間の温度で行ってください。ロボットは、火気または 130° C（266° F） 以上の温度の
場所に近づけないでください。ロボットが爆発する危険があります。 
ロボットを輸送、移動、操作、または部品を交換する際は、必ずロボットの前面を上向きにして
ください。 
ロボットは、直射日光にさらさないでください。 
 乳幼児や子供を含む、自分で意思表示できない人や、自分で操作できない人には、使用させた
り遊ばせたりしないでください。（けがの原因） 
また、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人に単独で使わせ
ないでください。
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ロボット ベースステーション

寸法 ：350*351.5*106 mm 寸法 ：370*415*435mm

色 ：白 色 ：白

重量 ：約4.35kg 重量 ：約8.75kg

バッテリー ：≥5000mAh 定格入力 ：100-240V~

定格電圧 ：14.4V 定格出力 ：20V      3.0A

定格電力 ：45W 定格周波数 ：50/60Hz

定格電力 ：72W

製品仕様



Narwal専用の洗浄液をご利用ください。指定外の洗剤を入れると、ロボットが損傷する可能
性があります。 
モップ作動中とモップ作動後は、床が湿っています。すべらないようにご注意ください。 
モップ機能の使用中は、ベースステーションの下に水が溢れますが、これは正常です。乾いた
タオルで余分な水を拭き取ってください。 
モップ作動後、ベースステーションは、モップを乾燥させます。この間、プラグを抜いたり、ベ
ースステーションの電源を切ったりしないでください。 
階段を清掃するときは、特に注意してください。 
ダストボックスとHEPAフィルターを定位置にセットしご利用ください。 
電源を入れたままロボットやベースステーションを持ち運ばないでください。意図せずに動
作を開始する可能性があります。 
何らかの調整、付属品の変更、装置の保管をする前に、装置の電源を切ってください。装置が誤
って開始されるリスクがあるため、このような安全上の予防対策を取ってください。 
製品の安全を保つために、カスタマーサービスは、資格のある修理専門員によってのみ実施
し、必ず同一の交換部品を使用してください。

これらの注意事項をご確認いただき、取
扱説明書は大切に保管してください。

ロボットを作動させる

濡れた手でプラグやロボットを取り扱わないでください。 
ベースステーションの前は、180°の範囲において、1メートル（3 フィート）のスペースを確保
してください。 
ロボットを使用する前に、衣服、紙きれ、ブラインドやカーテンのコード、電源コード、その他
壊れやすい物などを含む床の上にある物を拾ってください。ロボットがコードの上を通り、コ
ードを引っ張る可能性があります。コードやその周りに物がある場合、落ちたり倒れたりする
可能性があるのでご注意ください。また、清掃エリアに、ナイフ、はさみ、ドライバーなどの尖
った物がないことを確認してください。 
ロボットを作動させる前に、家具の上にある火のついたろうそくや壊れやすい物を取り除い
てください。ロボットが家具にぶつかって、上にある物が倒れる可能性があります。 
ロボットが屋内の平らな床で動作し、15mm以上の高さの障害物がないことを確認してくだ
さい。 
清掃範囲に階段などがある場合、ロボットが段差を検出できるように操作するか、立ち入り禁
止区域を指定してください。 
ロボットは自動で動き回ります。したがって、ロボットの作動エリアではロボットを踏まない
ように足元にご注意ください。ロボットの近くに小さなお子様、ペット、目の不自由な方、ご高
齢の方がおられる場合は、十分注意してください。小さなお子様が寝ているお部屋ではロボッ
トを絶対に作動させないでください。 
携帯電話のアプリにロボットの作動状況が表示されるように、お部屋のネットワーク接続を
確認してください。 
ロボットの位置決めに不具合が発生する可能性がありますので、ロボットをランダムに動か
さないでください。ソファ、ティーテーブル、ダイニングテーブルなどのマップを作成したあ
とで、清掃エリア内のアイテムを動かすと、ロボットはマップを再作成しますが、これは正常
な作動です。  
髪の毛、ゆったりした衣服、指、身体などを、ロボットの開口部や可動部に近づけないでくださ
い。 
石、紙の大きな塊、その他ロボットが詰まる可能性があるような大きな物をロボットが吸い込
まないようにしてください。 
ロボットは、物体によって妨害される場合があります。このような場合は、電源を切って、手で
障害物を取り除いてください。 
開口部には何も物を入れないでください。開口部が塞がった状態で使用しないでください。ゴ
ミ、糸くず、髪の毛、その他空気の流れを低下させる可能性があるものがないようにしてくだ
さい。 
ガソリン、プリンターやコピー機のトナーなどの可燃物を掃除するためにロボットを使用し
ないでください。また、そのようなものが存在する可能性があるエリアで使用しないでくださ
い。 
タバコ、マッチ、その他火災を引き起こす可能性がある物などを含め燃えている物や煙が出て
いる物を掃除するためにロボットを使用しないでください。 
爆発物や揮発性物質があるエリア、またはガソリンスタンドなどの静電気が漏れたり発生し
たりしやすいエリアでロボットを使用しないでください。 
液体が漏れているのを発見したときは、ロボットの使用を中止し、電源を切ってカスタマーサ
ービスの担当者までご連絡ください。 
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清掃とメンテナンス

レーザー安全性

ロボットの清掃またはメンテナンスの前には、電源スイッチをオフにしてください。 
ダストボックスや水タンクの容量の限界を考慮し、警告音が鳴った後は、できるだけ早くダス
トボックスや水タンクを空にしてください。 
ベースステーションを長期間使用しない場合は、プラグを抜いてください。 
ロボットやバッテリーをご自身で修理しようとしないでください。ただし、使用やお手入れの
ために注意事項に従う場合を除きます。 
ロボットやベースステーションをご自身で分解したり、改造したりしないでください。装置の
安全を確保するため、資格のある修理専門員のみが不具合のある部品を交換することができ
ます。 
ロボット本体のいかなる部分も、濡れた布や液体を使用して拭かないでください。 
吸引作動では、サイドブラシに髪の毛やペットの毛がからまる可能性があり、清掃作動では、
水タンクに廃水がたまる可能性があります。作動後は、サイドブラシや水タンクを清掃してく
ださい。水が溢れるのを防止し、ロボットが損傷しないように、水位は、タンクの最高マーク以
下に保ってください。 
ロボットに重大な損傷がある場合でも、ロボットを焼却しないでください。ロボットが火気の
中で爆発する可能性があります。ロボットを分別せずに廃棄しないでください。リサイクリン
グや廃棄については、地域の規制当局までお問合せください。ロボットを埋立地やゴミ捨て場
に埋めると、危険物質が地下水に漏れ、食物連鎖に入り込み、健康や福祉に悪影響を及ぼす可
能性があります。廃棄物収集やリサイクリングについては、地域の清掃局までお問合せくださ
い。

本製品のレーザーセンサーは、IEC 60825-1: 2014の安全性の最も高いクラス1に準拠し、有害な
レーザー放射を発生しません。

注意 ：本装置は、FCCルールのパート15に定められたクラスBデジタルデバイスに関する規制要
件に基づいて所定の試験が実施され、これに適合するものと認定されています。これらの規制要
件は、住宅地に設置する場合に有害な妨害から適正に保護することを目的としています。

本装置は、高周波エネルギーを発生し、使用し、外部に放射することがあります。指示通りに設置
および使用しない場合、無線通信に有害な妨害が発生する可能性があります。

しかし、特定の設置において妨害が発生しないという保証はありません。本装置が無線またはテ
レビ受信機に有害な妨害を発生させた場合（これは本装置の電源をオン・オフにすることによっ
て判断することができます）、ユーザーは、妨害を修正するために、以下のうちいずれかの対策を
試みることが推奨されます。受信アンテナの方向を変更する、またはその場所を変更してくださ
い。本装置と受信機の間の距離を長くしてください。本装置を受信機が接続しているコンセント
と別のコンセントに接続してください。取扱店または無線・テレビの専門家に助言を求めてくだ
さい。

本装置は、FCCルールのパート15に適合しています。動作は、以下の2つの条件に従って行われま
す。  

（1）本装置は、有害な妨害を発生させない。 
（2）本装置は、意図しない動作を引き起こす可能性がある場合も含めて、すべての受信妨害を受

け入れなければならない。

バッテリー、電源コード、充電に関する注意事項

製造者の要件にしたがい、必ず100 V AC-240 V AC 入力電源を使用してください。したがわな
い場合、ロボットが損傷する可能性があります。 
ロボットやベースステーションを不適切に使用すると、火災や爆発が発生する危険がありま
す。ロボットやベースステーションを加熱、分解、破壊しないでください。決して穴を開けた
り、焼却したりしないでください。 
長時間ロボットを使用しない場合は、バッテリーの寿命が短くなる可能性があるので電源を
抜くことを推奨いたします。 
ロボットに水をこぼしたり、濡らした場合は充電をしないでください。バッテリーが損傷し予
期せぬ作動をし、火災や爆発が発生する危険があります。 
過度な高温や低温の場所を避けてください。液体がバッテリーから放出される可能性があり
ますので、接触しないでください。万一誤って接触した場合は、水で洗い流してください。液体
が目に入った場合は、ただちに医師の診察を受けてください。バッテリーから漏れた液体は、
炎症や火傷を引き起こす可能性があります。 
ロボットには、必ず指定のバッテリーを使用してください。その他のバッテリーを使用する
と、負傷や火災が発生する危険があります。 
電源コードが損傷しないよう気を付けてください。ロボットやベースステーションを電源コ
ードで引っ張ったり、運んだりしないでください。また、電源コードをハンドルとして使用し
たり、電源コードを挟んでドアを閉めたり、尖った先端がある近くで電源コードを引っ張らな
いでください。 
濡れた指で電源コードのコネクターを触らないでください。 
ロボットを電源コードの上で作動させないでください。 
電源コードを熱い物に近づけないでください。 
プラグを抜く前にすべてのコントロールをオフにしてください。コードを引っ張ってプラグ
を抜かないでください。プラグを抜くには、コードではなくプラグを持ってください。 
電源コードが損傷している場合は、使用しないでください。電源コードは、危険防止のため、製
造者または資格のあるカスタマーサービス機関による交換が必要です。 
ロボットに鍵や釘、ねじ、その他金属製の物は近づけないでください。ロボットがショートし、
火傷や火災に至る恐れがあります。 
充電は必ず製造者指定する充電器で行ってください。他の充電器を使用すると火災などが発
生する危険性がありますので、適切な充電器を使用してください。
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