
Ver.1.3

P17-19
P20-21

P22-23
P24
P25



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れ
がある内容を示しています。

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグ
をコンセントから抜く



誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害
が発生するおそれがある内容を示しています。

火気・暖房器具などに近づけない

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れが
ある内容を示しています。

本製品は家庭用掃除機です。業務用には使用しないでください。

燃性のものや火のついたタバコ・線香などを近づけない。



（障害物センサー）
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画面付きリモコン

（アプリなし）

注意：使用前に乾電池を装着してください、リモコンを長時間使用しない場合
は、乾電池を取り出してください

番号 ボタン名 機能

クロックボタン

予約ボタン

上

下

左

右

起動/停止ボタン

充電ボタン

吸引力設定ボタン

重点清掃ボタン
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時間の確認/設定

予約清掃の設定

清掃開始/前進

Uターン（清掃する時）/バック（充電する時）

左に曲がる

右に曲がる

起動/停止/ウェイクアップ

充電モードに入る/停止（充電する時）

静音、通常、強力

重点清掃モードに入ります

APPなしバー
ジョンのみ*1



※充電の際は、手で掃除機を充電台に移動させず、掃除機のホームボタンを押し
ていただき、掃除機自ら充電台に向かわせてください。

※充電台を介さず、本体の電源ソケットに直接充電することも出来ます。

■本体を充電器に移動させます。

■電源ボタンのライトが黄色に点灯し、充
電を開始します。
緑に点灯すると、充電完了です。

■初回ご使用前は、電源ボタンが緑に点灯
するまで充電してください。

本製品には落下防止機能が搭載されていま
すが、センサーライトが床の表面に 反射する
場合や、床の色が濃い場合、また床自体が汚
れている場合はうまく機 能しないことがあり
ます。本製品が落下するおそれがある場所で
は、必ず落下を防ぐようにしてください。



電源ボタン「START]あるいはリモコンで「スタート/ストップ」ボタンを押すと、自動清掃
モードが起動します。

清掃モードを始める前に、ロボットの主電
源を入れてください。休眠状態の場合、電
源ボタン「START]かリモコンで「スタート/
ストップ」ボタンを押してスタンバイ状態
にします。

稼働中に電源ボタン「START」かリモコンで「スタート/ストップ」ボタン
を押すと、スタンバイ状態になります。

何も操作しないで30秒間経つと、自動的に休眠状態になります。

休眠状態で電源ボタン「START]か、リモコンで「スタート/ストップ」ボタンを押すと、
スタンバイ状態になります。

以下のモードを起動する前に、電源ボタン「START]か、リモコンで「スタート/ストップ」
ボタンを押して、スタンバイ状態にしてください。

清掃スタンバイ



四つの通常モード 現在時刻の設定

13 14

■

■

集中清掃モード

スタンバイ状態で、リモコンで集中
清掃ボタン　        を押します。

付近のエリアを集中して清掃するモ
ードです。髪の毛やほこりが集中し
ているエリアに適したモードです。

2

（    ）

充電モード

バッテリ残量が少なくなると、本台
の充電ボタン　     かリモコンの充電
ボタン　       を押します。充電器へ戻
り、充電を開始します。

掃除完了、またはバッテリ残量が少
なくなると、自動的に充電器へ戻り
、充電を開始します。

3

   (         )
(      )

リモコン予約設定（APPなし）



水を入れるクリーニングタンク。クリーニングモップに水を自動で染み込ませ、適度
な水量での水拭きが可能になります。

クリーニングタンクの使いかた

●充電中は必ずクリーニングタンクを取り外してください。
●各部品は十分に乾燥してから本体にセットしてください。
（雑菌が繁殖し、排気のにおいの原因）
●じゅうたんでは使わないでください
● 充電中に本体上部や充電アダプターが温かくなりますが異常ではありません。

モップの取り付け

お掃除開始時刻の設定と解除 クリーニングタンクの使いかた

15 16

付属のモップをタンクに取り
付けます。

タンクに水を注入
水吸入口の蓋を開き、水を
注入します。

本体に取り付け
ダストボックスを本体から取り外
し、クリーニングタンクを本体に
取り付けます。

起動
電源ボタンかリモコンで起動
します。

1 2

43

■ ■

■■

注意

リモコンの時間領域が点滅するまでクロックボタン（ ）を長押しします。
    をクリックして数字を調整し、    をクリックして時間、分間を切り替
え、現在の時間を設定します。
時間が調整された後、クロックボタン（  ）を押すと現在の設定を保存で
きます。

リモコンの時間領域が点滅するまで予約ボタンを（   ）を押します。

方向ボタン（         )で予約時間を調整します。

予約時間が調整された後、予約ボタン（   ）を押した保存し、機器は予

約時間で毎日清掃作業を自動的に実行します。

リモコン表示画面の予約時間を「00：00」に調整すると、予約を取り消
すことができます。
現在時間と予約時間を設定するとき、すべての操作がビープ音で確認され、
ビープ音がない場合は設定が無効です。
リモコンの乾電池を交換するとき、現在時間と予約時間を再設定する
必要があります。

1

2

3

時間設定

予約

予約時間の取消



フック
回転ブラシ

回転ブラシ

ツメ二か所を溝に差し込み、フックを「カチッ」と音がするまで押し込ん
でください。※取り付けるときに無理に力を加えないでください。

サイドブラシの根元をつまみ、垂直に上に
引っ張り、本体から取ってください。サイド
ブラシの毛が曲がったり広がったりしたと
きは、お湯をふくませた布でサイドブラシ
を10秒ほど挟み込み、引っ張るようにぬぐ
い取ってください。

サイドブラシが曲がったり、異物が
からまったりしていないか確認する

①黄色の枠を外す ②ブラシの軸等にゴミが絡まっ
ていないか確認して下さい

手入頻度：1ヶ月に1回

手入頻度：週に1回

手入頻度：1ヶ月に1回



付属のお手入れブラシでダストボックス
・メッシュフィルター・HEPAフィルターに
ついたごみを取り除く。※ダストボックス
・HEPAフィルター・メッシュフィルターは
水洗いできます。水洗い後は24時間以上
完全に乾燥させてからお使いください。

お手入れの仕方
キャスターのタイヤ部分にゴミが溜まってしまうことがございます。
本体の動きがおかしい場合、こちらのお手入れをお試しください。

１．本体を裏返します。

３．タイヤを取り外し、中にごみがたまっ
ていないか、ご確認ください

車輪のお手入れ

４．ごみが溜まっている場合、ピンセットで取り除くか、
ホームセンターなどで販売されているエアダスターなど
でごみを除去してください。お手入れ方法が不明な場合、
窓口までご連絡ください。

髪の毛や糸くずなどが絡まっている場合、
はさみやピンセットなどで取り除いてく
ださい。

２．タイヤのすき間部分に小さめのマイナスドライバー
などを入れて頂き、てこの原理で上に押し上げてくださ
い。その際、タイヤが動かないように軽く手で押さえて
ください。



運転中、減速せずに
ぶつかる

運転中、段差で落ちる

壁に白い紙などを被せ、
赤外線を吸収させない
ようにしてください。
落下に注意が必要な場合は、
防止措置をしてください。

直接本体の電源ソケッ
トに充電していますか。

本体の主電源スイッチ
が「OFF」になっていま
せんか。

本体の主電源スイッチ
が「OFF」になっていま
せんか。

Ｐ20

Ｐ20

Ｐ9

お手入れしてください。 Ｐ19

Ｐ9

Ｐ19

充電状態で電源ボタン
「START」かリモコンで
「スタート/ストップ」ボタン
を押しても、清掃が開始さ
れない。ランプが赤点灯に
なって、ブザーが三回鳴
る。

電源ボタン「START」が
点滅していませんか。

裏側中央のメインブラシを取
り外し、お手入れしてください

車輪・キャスターにごみが
たまっていませんか。

回転ブラシに糸くずや髪の毛
がたくさん巻き付いていませ
んか。

正常清掃のとき、間隔で「バ
ック」->「左右揺れ」->「バッ
ク」->「リターン」を動作す
る

よごれをやわらかい乾
いた布で軽く拭いてく
ださい。

よごれをやわらかい乾
いた布で軽く拭いてく
ださい。

バンパーセンサーを揺
らしてください。

異物があるか確認して
ください。

本体がコードなどに引
っかかっていませんか。

充電が必要です。

充電が必要です。

ご使用中に異常が生じたときは、本体の主電源スイッチを
「OFF」⇒「ON」として動作を確認してください。それでも異常が直らな
いときは、次の点をお調べください。

直してくださ

直してくださ



Ｐ20

Ｐ20
ダストボックスのごみ
を捨てて、お手入れして
ください。

フィルターの手入れを
行ってください。

窓口にご相談ください。

直してくださ



お買い上げ証明（ご購入時のご注文番号やご購入情報
）がない場合、及び本書の字句を書き換えられた場合
。明細書や領収書は不要です。
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