日本語版

はじめましてネイト ロボット掃除機です。
家庭用ロボット掃除機を新たにご購入頂きありがとうございます。 - これからは「コネクテッド」で、
スマートフォンやタブレットを使ってどこからでも床掃除を操作することができます。
本ガイドでは、ロボット掃除機の初期設定とネイトアプリとの接続をご説明します。ロボット掃除機が
最適な性能を発揮するための操作方法やメンテナンスについての重要な説明も記載されています。設定
が完了したら、あとはリラックスするだけです。床がすべてきれいになったらロボット掃除機が知らせ
てくれます。

重要事項：セットアップを続ける前にお読みください
ネイトロボット掃除機をベストな状態でお使いいただくため、
ご自宅の内装や家具を傷つけないように以下の項目に注意して
ください。
初めの数回は、ネイトロボット掃除機の動作を観察し、ナビ
ゲーションを最適化するため、掃除環境を調整してください。

•  ネイトロボット掃除機には障害物を回避するスマートナビ
ゲーションシステムが搭載されていますが、家具やオブジェ、
ペット、人にぶつかる場合があります。ぶつかった衝撃で損傷
するおそれのある特殊なオブジェがある場合は、そのオブジェ
を部屋から移動するか、磁気テープを使用してください。

•  また、ネイトロボット掃除機の回転ブラシは通常の直立式掃
除機と同じように動作するので、通常の直立式掃除機を使用し
ない床やラグ（フリンジがついたものなど）にはネイトロボッ
ト掃除機を使用しないでください。
家具、オブジェ、ラグ、フローリングへの損傷については、ネ
イトロボット掃除機は責任を負いません。
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スタートボタンとLEDライト
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Wi-Fi接続状態
クリーニング状態
エラー
バッテリーLEDで表示される情報：
充電状態
バッテリーエラー
注意：LEDライトの詳細については、本ユーザーガイド内で説明し
ます。
要件：この機能を使用するには、Wi-Fi、iOSまたはAndroidス
マートフォンまたはタブレット、ネイトアカウント（無料）が必要
です。

18

17
21
20

7

情報LEDで表示される情報：
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1 ダストボックスとフィルター
2 上面
3 レーザーカバー
4 スタートボタン
5 情報LED
6 バッテリーLED
7 ハンドル
8 正面バンパー
9 磁気テープ（一部のモデルに付属）
10 充電台

11 ブラシ
12 壁面追跡センサーウィンドウ
13 サイドブラシ（一部のモデルのみに付属）
14 落下センサーウィンドウ
15 ブラシガード
16 バッテリードア
17 ラベル（シリアル番号付き）
18 キャスター（ホイール）
19 充電用接点
20 アップグレードケーブル（一部のモデルのみに付属）
21 クリーニングツール（一部のモデルのみに付属）
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重要事項とヒント
重要事項と安全上のご注意

ヒント

液体がある場所や濡れた床の近くにロボット掃除機を
置かないでください。ペットフードボウルや植物用ト
レイは移動するか、カバーを掛けてください。

ロボット掃除機を入れたくない場所を設定するには、
磁気テープ（一部のモデルにのみ付属しますが、ネイ
ト磁気テープはすべてのネイトロボット掃除機に対応
します）を設置してください。

床に置いたおもちゃや衣服などの小物を片付けてくだ
さい。

磁気テープはハサミで短く切ることができます。

配線、カーテンやその他下にぶら下がっているものは
結んでください。

着脱可能なテープを使用して、床の上に磁気テープを水
平に貼ることができます。

厚手のカーペットが階段に敷かれている場合、ロボッ
ト掃除機の落下を防止するナビゲーションシステムに
影響を及ぼす可能性があります（階段最上部に毛足の
短いカーペットが敷かれている場合は問題ありませ
ん）。ロボットが落下するのを確認できるように、
階段の端から15cmの場所に磁気テープを置いてくだ
さい。

ネイトのロボット掃除機をリセットするには、ボタン
を10秒間押すと、すべてのランプが消灯します。ロ
ボット掃除機を再起動するには、もう一度スタートボ
タンを押します。

ネイトは室内で保管してください。本製品は屋外の
掃除や氷点下での使用を想定した設計をしておりま
せん。

コンボブラシは、ペットの毛の回収に優れ、作動中の
ノイズを抑えるため、さまざまなタイプの床がある家
に最適です。
スパイラルブレードブラシ（別売り）は、あらゆる床
面の掃除に優れた性能を発揮します。
光沢面および黒色の床面はナビゲーションエラーの原
因となる場合があります。
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ロボット掃除機をネイトアカウントに接続する前
に、www.NeatoRobotics.com/Supportで使い方
ビデオをご覧ください。

電池リサイクルに関するご注意
本製品には充電式リチウムイオン電池が内蔵されてい
ます。廃棄する際はお近くのリサイクル協力店または
自治体へお持ち下さい。
詳細：JBRC (Japan Battery Recycling Center)
http://www.jbrc.com/
Li-ion 20

電波に関するご注意

JP

重要事項とヒント
TM

TM

TM

TM

（続き）
安全上のご注意（必ずお守りください）
安全上のご注意（必ずお守りください）
安全第一がネイト製品の特徴です。しかし、誤った使い方をした場合には安全性
安全第一がネイト製品の特徴です。しかし、誤った使い方をした場合には安全性
が損なわれる恐れがあります。次のページから示す注意事項は、商品を安全に正
が損なわれる恐れがあります。次のページから示す注意事項は、商品を安全に正
しくお使いいただき、お使いになる方や他の方への危害や損害を未然に防止する
しくお使いいただき、お使いになる方や他の方への危害や損害を未然に防止する
ためのものです。注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するため
ためのものです。注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するため
に、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、下記のように「警
に、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、下記のように「警
告」・「注意」に区分しています。また、お守りいただく内容の種類を絵表示で
告」・「注意」に区分しています。また、お守りいただく内容の種類を絵表示で
区分し説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り
区分し説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り
ください。
ください。

警告
注意

警告

死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性
傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性
が想定される内容です。
が想定される内容です。

注意

（絵表示の例）
（絵表示の例）
この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
この絵表示は、必ず実行いただく「強制」内容です。
この絵表示は、必ず実行いただく「強制」内容です。

警告

警告

分解したり、修理・改造はしないでください。
分解したり、修理・改造はしないでください。
火災・感電・ケガの原因になります。
火災・感電・ケガの原因になります。
修理はネイト社のカスタマーケアセンターにご相談ください。
修理はネイト社のカスタマーケアセンターにご相談ください。
分解禁止
お手入れ・点検の際はACアダプターを抜いてください。
お手入れ・点検の際はACアダプターを抜いてください。
感電やけがをすることがあります。
感電やけがをすることがあります。

ACアダプター
を抜く

分解禁止

ACアダプター
を抜く

水洗いしないでください。また、風呂場やぬれた場所、湿気の
水洗いしないでください。また、風呂場やぬれた場所、湿気の
多い場所では絶対に使用しないでください。
多い場所では絶対に使用しないでください。
感電する場合があります。
水ぬれ禁止
感電する場合があります。
水ぬれ禁止
引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使用しないでく
引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使用しないでく
ださい。（ガソリン、ベンジン、シンナー、灯油、火の消えて
ださい。（ガソリン、ベンジン、シンナー、灯油、火の消えて
いないタバコなど）爆発や火災の原因になります。
いないタバコなど）爆発や火災の原因になります。
禁止
本機や充電台を火気や強い熱を発するものに近づけないでくだ
本機や充電台を火気や強い熱を発するものに近づけないでくだ
さい。
さい。
ショート・発火の原因になります。
ショート・発火の原因になります。
火気禁止
コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでくだ
コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでくだ
さい。
さい。
定格を超えると発熱による火災の原因になります。
定格を超えると発熱による火災の原因になります。
禁止

禁止

火気禁止

禁止
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重要事項とヒント
TM

TM

TM

（続き）

警告 警告

警告 警告

掃除中は、決して排気口を塞がないでください。
掃除中は、決して排気口を塞がないでください。
火災の原因になります。
火災の原因になります。
禁止

濡れた手で、ACアダプターの抜き差しはしないでください。
濡れた手で、ACアダプターの抜き差しはしないでください。
感電の原因になります。
感電の原因になります。
禁止
電源コード・ACアダプターを傷つけたり、破損したり、加工
電源コード・ACアダプターを傷つけたり、破損したり、加工
したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねた
したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねた
りしないでください。
りしないでください。
また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、
また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、
禁止
コードが破損し、火災・感電の原因となります。
コードが破損し、火災・感電の原因となります。
ACアダプターは根元まで確実に差し込んでください。差し込
ACアダプターは根元まで確実に差し込んでください。差し込
みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
傷んだプラグ・緩んだコンセントは使用しないでください。
傷んだプラグ・緩んだコンセントは使用しないでください。
注意
ACアダプターのほこり等は定期的にとってください。
ACアダプターのほこり等は定期的にとってください。
ACアダプターのほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良とな
ACアダプターのほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良とな
り、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいて
り、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいて
ください。 ください。
注意
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禁止

異常・故障時には直ちに使用を中止し、充電台のACアダプ
異常・故障時には直ちに使用を中止し、充電台のACアダプ
ターを抜いてください。
ターを抜いてください。
注意

注意

ブラシローラーが回転している時は手をふれないでください。
ブラシローラーが回転している時は手をふれないでください。
禁止

禁止

注意

注意

禁止
本機は成人用です。下記の場合はご注意ください。
本機は成人用です。下記の場合はご注意ください。
• お子様の近くで使用する際はご注意ください。
• お子様の近くで使用する際はご注意ください。
• お子様が本機で遊ばないようご注意ください。
• お子様が本機で遊ばないようご注意ください。
• 本機はお子様や体の弱い方がお使いになることを前提に設
• 本機はお子様や体の弱い方がお使いになることを前提に設
計されておりません。ご使用される場合は必ず保護者か介
計されておりません。ご使用される場合は必ず保護者か介
禁止
護者の方がサポートしてください。
護者の方がサポートしてください。

禁止

禁止

以下の場合には本機を使用しないでください。
以下の場合には本機を使用しないでください。
• クリーナーを床に落として明らかに破損を受け、また正しく
• クリーナーを床に落として明らかに破損を受け、また正しく
作動しない場合。
作動しない場合。
• 充電台、あるいは充電台のケーブルが明らかに損傷してい
• 充電台、あるいは充電台のケーブルが明らかに損傷してい
禁止
る時。
る時。

禁止

直射日光の当たるところに放置・保管しないでください。
直射日光の当たるところに放置・保管しないでください。
故障の原因になります。
故障の原因になります。
禁止

禁止

TM

JP

重要事項とヒント
TM

TM

TM

TM

（続き）

警告 警告

注意 注意

充電台の端子に飲料の空き缶や金属製の玩具、掃除用具のアル
充電台の端子に飲料の空き缶や金属製の玩具、掃除用具のアル
ミパイプ、パイプチェアなどの金属、ネックレスなど装飾品が
ミパイプ、パイプチェアなどの金属、ネックレスなど装飾品が
触れないようにしてください。また、小さなお子様やペット
触れないようにしてください。また、小さなお子様やペット
が触れないようにしてください。
が触れないようにしてください。
禁止
また、飲み物など液体で濡らさないようにしてください。
また、飲み物など液体で濡らさないようにしてください。

禁止

レーザーの光を直視しないでください。
レーザーの光を直視しないでください。
禁止

禁止

注意 注意
ACアダプターを抜く時は必ずACアダプターのプラグを持って
ACアダプターを抜く時は必ずACアダプターのプラグを持って
抜いてください。感電やショートし発火することがあります。
抜いてください。感電やショートし発火することがあります。
注意

注意

本機は家庭用です。屋内での一般的な使用を前提に設計され
本機は家庭用です。屋内での一般的な使用を前提に設計され
ています。業務用やお部屋以外の目的には、ご使用にならな
ています。業務用やお部屋以外の目的には、ご使用にならな
いでください。
いでください。
禁止

禁止

• 本機で粉末洗剤を吸引させないでください。
• 本機で粉末洗剤を吸引させないでください。
• 完全に消火していない灰やタバコの吸い殻を吸引させない
• 完全に消火していない灰やタバコの吸い殻を吸引させない
でください。
でください。
禁止

禁止

充電台の受光パネルにステッカーを貼ったり、受光パネルの
充電台の受光パネルにステッカーを貼ったり、受光パネルの
前に物を置いたりしないでください。ロボット掃除機が充電
前に物を置いたりしないでください。ロボット掃除機が充電
台と通信できなくなります。
台と通信できなくなります。
禁止

禁止

必ず専用のフィルターをつけて使用してください。
必ず専用のフィルターをつけて使用してください。
故障の原因になります。
故障の原因になります。
注意

本機の充電には必ず付属の充電コード、充電台、ACアダプ
本機の充電には必ず付属の充電コード、充電台、ACアダプ
ターをお使いください。
ターをお使いください。
感電・火災・故障の原因となります。
感電・火災・故障の原因となります。
注意

注意

ロボット掃除機のセンサーを覆わないでください。
ロボット掃除機のセンサーを覆わないでください。
本体の向きを正せなくなり、充電台と通信できなくなります。
本体の向きを正せなくなり、充電台と通信できなくなります。
禁止

注意

禁止

7

重要事項とヒント
TM

TM

TM

TM

（続き）

注意注意

注意
注意

危険を防止するため、バッテリーが故障した場合、必ずネイト

危険を防止するため、バッテリーが故障した場合、必ずネイト
カスタマーケアセンターにご相談ください。
カスタマーケアセンターにご相談ください。

注意

床の材質や状態によっては、まれに走行跡が残ることがあり
床の材質や状態によっては、まれに走行跡が残ることがあり
ます。お取り扱いには十分にご注意ください。
ます。お取り扱いには十分にご注意ください。
注意

禁止

不在時など、ご家庭のセキュリティシステムが稼働している
状況ではご使用をお控えください。セキュリティシステムが
不在時など、ご家庭のセキュリティシステムが稼働している
誤作動する場合があります。
状況ではご使用をお控えください。セキュリティシステムが
禁止

注意
ロボット掃除機をカウンターやガラスセラミックレンジ上面

パネルの掃除には使用しないでください。
ロボット掃除機をカウンターやガラスセラミックレンジ上面
パネルの掃除には使用しないでください。

禁止
ロボット掃除機の可動範囲内にあるカーテン、テーブルクロ
ス、コード、壊れやすい物、軽い物、固定されていない物な
ロボット掃除機の可動範囲内にあるカーテン、テーブルクロ
どには注意してください。

ス、コード、壊れやすい物、軽い物、固定されていない物な
どには注意してください。

ドロップセンサーが汚れていると、ロボット掃除機は階段など
から落下する恐れがあります。これにより、本体が重大な損傷
を負う恐れがありますのでドロップセンサーは定期的にきれい
落下センサーが汚れていると、ロボット掃除機は階段などから
にしてください。（P17参照）

落下する恐れがあります。これにより、本体が重大な損傷を負
う恐れがありますので落下センサーは定期的にきれいにしてく
ださい。（P16参照）

注意

注意
注意

誤作動する場合があります。

次のものは吸わせないでください。故障の原因になります。
• ペットの排泄物
次のものは吸わせないでください。故障の原因になります。
• 針、ガラス、刃物など鋭利なもの
•• 多量の砂、小石など目詰りしやすいもの
ペットの排泄物
禁止

禁止

• 針、ガラス、刃物など鋭利なもの

花瓶やゴミ箱など、倒れる恐れのある不安定なものはお掃除前
• 多量の砂、小石など目詰りしやすいもの
に安全な場所に移動させてください。また、ロボット掃除機が
接触する事でスイッチがオンになる家電製品（電気カーペット
花瓶やゴミ箱など、倒れる恐れのある不安定なものはお掃除前
など）、開閉する家具の扉などはロボット掃除機が接触しない
注意
に安全な場所に移動させてください。また、ロボット掃除機が
ように保護してください。

禁止

接触する事でスイッチがオンになる家電製品（電気カーペット

注意

など）、開閉する家具の扉などはロボット掃除機が接触しない
隣接する部屋をロボット掃除機を使って掃除する場合、ドアを
開けたまま固定しておかないとロボット掃除機の接触でドアが
ように保護してください。
閉じることがあります。また、留守中や睡眠中にタイマーで掃
除をする場合、一度ロボットの進路を確認してからお使いいた
隣接する部屋をロボット掃除機を使って掃除する場合、ドアを
注意
だくと、ロボットがよりスムーズにお掃除してくれます。
開けたまま固定しておかないとロボット掃除機の接触でドアが
閉じることがあります。また、留守中や睡眠中にタイマーで掃
除をする場合、一度ロボットの進路を確認してからお使いいた
だくと、ロボットがよりスムーズにお掃除してくれます。
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注意

注意

注意

JP

スタートボタンとLEDライト

情報LED
掃除を開始する

掃除の一時停止/続行

バッテリーLED
アクション

情報LED

ハウスクリーニングを行うには、スタートボタンを1回
押す

青色の点灯

スポットクリーニングを行うには、スタートボタンを
2回押す

白色に点灯

ロボットを一時停止するには、クリーニング中にスター
トボタンを押します。

一時停止中はLEDが点滅し
ます

掃除中

クリーニングを再開するには、もう一度スタートボタン
を押します。
掃除の中止

ボタンを5秒間長押しする

ロボットの
動作：

ロボット掃除機のLEDが消灯
し、トーン音が流れる。

充電中

LEDカラー

意味

緑色の点灯

バッテリー残量は正常

黄色の点灯

バッテリー残量が低下新しい掃除を開始する
前にバッテリーの充電が必要

緑色の点滅

バッテリーの充電中で、ロボット掃除機はク
リーニングを開始できる

黄色の点滅

ロボット掃除機は高速充電中であり、充電が
完了すればクリーニングを開始できる

* 赤色に点滅している場合は、本ガイドのトラブルシューティングセクション
をご覧ください。

*注
 意：情報LEDが赤色に点滅または点灯している場合は、ロボットのメンテナンスを行う必要があるか、ナビゲーショ
ンに問題が発生しています。本ガイドのトラブルシューティングのセクションを確認してください。
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準備と設定
1

3 ロボット掃除機の初期充電

フィルムとステッカーを外す

ネイトロボット掃除機の丸みのある側を充電台の金属
の充電端子にしっかりはめ込んでください。高いパ
フォーマンスで掃除を実施するには、初回の掃除サ
イクルの前にロボット掃除機を完全に充電してくだ
さい。

重要
ロボット掃除機と充電台に付いている保護フィルムと
梱包材をすべて外してください。
上記の厚手のカーペットを取り外さないと、ネイトロ
ボット掃除機は正常に作動しません。
2 充電台を設定する
電源コードを充電台にしっかり差し込みます。
コードの長さを下記のとおりに巻き取って調整し
ます。

両側および充電台の正面に1mの隙間がある壁用コン
セントを選択します。これにより、ロボット掃除機
が充電台を見つけやすくなります。
電 源 コ ー ド を 差 し 込 み 、 充 電 台 を 壁 に 取 り 付 け
ます。
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充電用接続部

ヒント 充電台は硬い床面に置きます。

注意 起動中、ロボット掃除機は緑色と青色の交互に
点滅します。

ヒント 電
 源コンセントがスイッチの制御を受けて
いないことを確認します。

注意 ロボット掃除機は、付属の充電台のみと互換性
を持っています。

JP

Wi-Fiとネイト アプリを利用してロボット掃除機の初期設定を行う
すべての機能を便利にお使いいただくには、ネイトアプ
リの設定・ご利用をおすすめします。ロボット掃除機を
操作し、
スマートフォンやタブレットで通知を受け取るに
は、ネイトアプリのご利用が最適です。
ネイトアプリを使用するメリット：

アプリのセットアップ
ネイトアプリをApp StoreまたはGoogle Playから
ダウンロードします。

• アクセスと操作が簡単
• 外出中でもロボット掃除機を起動できる
• アプリを操作してロボット掃除を簡単に一時停止

• ダッシュボード（一部のモデルのみに付属）

ネイトアプリの表示に従い、以下の手順で設定を
行なってください。以下の手順で設定を行ってくだ
さい。

本体のスタートボタンを押して、ロボット掃除機を
始動/停止することもできます。

• アカウントを作成する
• メールでアカウントを確認する
• ロボット掃除機の追加/接続

プにより、ロボット掃除機の状態をベストに保つ

ネイトアプリの指示に従って、ロボット掃除機をペア
リングします。初めてロボット掃除機の電源を入れる
と、最初の60分間はペアリングモードになります。
ペ
 アリング中は、接続状態に応じて情報LED
が変化します。

できる

• 即時通知（掃除の完了、アラートなど）
• バッテリー状態
• メンテナンスアラートとコンテクスト対応のヘル

初期ペアリング中のロボット掃除機
のフィードバック

注意
使用を開始する前に、以下が必要となります。

• ご自宅のWi-Fiパスワード
• 充電済みのロボット掃除機

LEDカラー

意味

青色がゆっく
りと点滅

ロボットはペアリングモードになってい
ます

青色が高速に
点滅

ネイトアプリ/アカウントとのペアリング

青色の点灯

ペアリング完了（5秒間表示）

赤色の点灯

ペアリング失敗（5秒間表示）

ペアリングの問題
最初の60分間以内にロボット掃除機を接続できない場
合（または最初にロボットが接続されていない場合）
は、ロボット掃除機をペアリングモードに戻す必要が
あります。次の手順に従ってください：
（次のページに続く）
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ロボット掃除機のWi-Fiセットアップ
ペアリングの問題（続き）

• ロボットの電源をオフにするには、

右側のバンパーとスタートボタン
を10秒間長押しします。ロボット
右側の
の電源がオフになり、工場出
バンパー
スタート
ボタン
荷時（および最初のソフト
ウェアインストール時）の設定にリセットされ
ます。

• もう一度スタートボタンを押して、ロボット掃

除機を再起動します。 LEDが青色にゆっくり
と点滅し、ロボットが現在ペアリングモードで
あることを示します。

• ネイトアプリの指示に従って、ロボット掃除機
に接続します。

複数のスマートフォンとタブレット
を使ってロボット掃除機を操作する
ネイトアプリを使用することによって、家庭にある
さまざまな端末で、1台のロボット掃除機を操作す
ることができます。ネイトアプリをスマートフォン
やタブレットにダウンロードして、ロボット掃除機
をマイネイトのアカウントで登録した時のメールア
ドレスとパスワードを使ってサインインしてくだ
さい。
注意
2.4GHz Wi-Fiネットワークのみに対応しており、ロ
ボット掃除機のセットアップ中に、使用可能なオプ
ションの一覧にネットワークが表示されます。
現在、WEP EAPはサポートされていません。
FCCは、ワイヤレススペクトル チャネル1-11で操作す
るには、アメリカではワイヤレスデバイスが必要と
なります。
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ロボット掃除機の接続問題が解決できない場合、特
定のWi-Fi ルータのファイアウォールとポートの設
定がネイトサーバーとの接続を妨げている可能性が
あります。
www.NeatoRobotics.com/supportでトラブル
シューティング情報を参照してください。

別のネットワークにロボット掃除機
を接続する
別のネットワークを追加したい場合は、
ネイトのWebサイトサポートセンター
（www.neatorobotics.com/support）
で手順を参照してください。

JP

ネイトアプリでロボット掃除機を使用する
家全体

ネイトロボット掃除機を予約設定する

スマートウォッチ対応

[家全体] を選択すると、ネイトロボット掃除機は部
屋から部屋を自動的に移動し、1つの階すべての床を
掃除します。

定期的な掃除のスケジュールを設定できます。掃除
する日数や回数に応じて、お好みで設定を調整でき
ます。

アプリで、[スタート]、[一時停止]、[再開]、[停止]、
[スタート/充電台に戻る] のいずれかの操作が実行で
きます。

注意：外出する場合は、[スケジュール設定] 機能
をオフにして定期的な掃除を保留にすることができ
ます。

Apple WatchまたはAndroid Wear搭載スマート
ウォッチでは、スタート、停止、通知受信など一部
の機能を利用できます。この機能にアクセスするに
は、スマートフォンの近接圏内であることが条件と
なります。スマートウォッチとスマートフォンをペ
アリングした後、スマートフォンのウォッチアプリ
にアクセスし、ネイトアプリでウォッチの機能を表
示できるように設定します。

注意：掃除中にキャンセルすると、ロボット掃除機
はその場で停止します。ネイトアプリを使用して、
充電台まで戻るよう指示することができます。ロ
ボット掃除機が充電台を検出すると、充電台まで戻
り、ドッキングを試みます。

スポット掃除
[スポットを掃除] を選択すると、
200cm x 200cmのエリアを
掃除するか、または掃除通過回
数を2回に設定することができ
ます（一部のモデルのみ対応）。

ロボット掃除機を掃除
したいエリア後面中心に
置き、掃除する前方へ向
けます。

プッシュ通知
アプリのプッシュ通知をオンにすることで、ロボット
掃除機が現在の状態を通知します。スマートフォン/タ
ブレットに掃除完了やアラートなどのメッセージが表
示されます。

ロボット掃除機のソフトウェアのアッ
プデート

端末のトラブルシューティング
ロボット掃除機の操作中にエラーが発生した場合
は、ネイトアプリのエラーリンクをクリックしてエ
ラーの内容と対策を確認できます。
端末のトラブルシューティングに関する情報は、ア
プリのヘルプを参照してください。

ロボット掃除機のソフトウェアを最新の状態にしてお
きましょう。ネイトアプリを使用して、ロボット掃除
機のソフトウェアのアップデートを開始できます。ま
たは、ロボット掃除機で直接手動でソフトウェアをア
ップデートすることもできます。
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ネイトアプリでネイトロボット掃除機を使用する
家全体

スポット掃除

ネイトアプリを介してのみ使用可能

スタートボタンを1度押すと、
家全体の掃除が始動します。ネイトロボット掃除機
は部屋から部屋を自動的
に移動し、1階すべての床を掃除
スタートボタンを
します。

スタートボタンを2回押すと、
スポット掃除が始動します。
スポット掃除の実行中、スタート
ボタンを押すと、一時停止します。
もう一度押すと、再開します。
スポット掃除をキャンセルするには、
ロボット掃除機を
スタートボタンを押し、5秒間長押
中央に置き
しします。
掃除するエリアの

一部の機能は、ロボット掃除機をスマートフォンま
たはタブレットのネイトアプリに接続した場合の
み、使用可能です。こうした機能には、スケジュー
ル設定、プッシュ通知、コンテクストヘルプ、ク
リーニング統計（一部のモデルのみ）があります。

1度押すと、家全体の
掃除が始動します。

中央を向ける

情報LED
掃除を開始する

掃除の一時停止/続行

バッテリーLED
アクション

情報LED

ハウスクリーニングを行うには、スタートボタンを1回
押す

青色の点灯

スポットクリーニングを行うには、スタートボタンを
2回押す

白色に点灯

ロボットを一時停止するには、クリーニング中にスター
トボタンを押します。

一時停止中はLEDが点滅し
ます

掃除中

クリーニングを再開するには、もう一度スタートボタン
を押します。
掃除の中止

ボタンを5秒間長押しする

ロボット掃除機のLEDが消灯
し、トーン音が流れる。

* 注意：情報LEDが赤色に点滅または点灯している場合は、ロボットのメンテナンスを行う必要があるか、ナビゲーショ
ンに問題が発生しています。本ガイドのトラブルシューティングのセクションを確認してください。
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ロボットの
動作：

充電中

LEDカラー

意味

緑色の点灯

バッテリー残量は正常

黄色の点灯

バッテリー残量が低下新しい掃除を開始する
前にバッテリーの充電が必要

緑色の点滅

バッテリーの充電中で、ロボット掃除機はク
リーニングを開始できる

黄色の点滅

ロボット掃除機は高速充電中であり、充電が
完了すればクリーニングを開始できる

* 赤色に点滅している場合は、本ガイドのトラブルシューティングセクション
をご覧ください。

JP

ネイトの仕組み
家全体の掃除

自動充電と自動再開

ベースに戻る

通常操作では、ネイトは充電台から離れ、周囲を探索
し、掃除を開始します。室内のレイアウトや家具の配
置によって異なりますが、約4.5 m x 4.5 mの範囲の
掃除を開始します。その後もエリア全体を掃除するま
で、セクションごとに掃除を続けます。

掃除する部屋の面積が非常に広い場合、ロボット掃除
機は掃除中に充電台に戻り、再充電します。充電が完
了すると、自動的に元に戻り、残っている場所を掃除
します。完全なクリーニングサイクルは掃除3回と再充
電2回となっており、広い領域もすべて掃除できます。

充電台からロボット掃除機を始動させる方法をおすす
めします。充電台から始動し、掃除が完了すると、充
電台に戻るので便利です。

ネイトロボット掃除機は、廊下を検出して次の部屋に
移動するまで、1つの部屋を徹底的に掃除します。部
屋の一部分のみ掃除した場合は、ネイトは完全にジョ
ブが完了するまで、戻ってきて掃除を行います。

ワンルームの掃除
ワンルーム（一部屋）を掃除したい場合、手動でロ
ボット掃除機を床に置いてスタートボタンを押し、ド
アを閉めます。ネイトロボット掃除機は部屋を掃除
し、最初に置いた場所まで戻ります。ロボット掃除機
の掃除が終了したら、充電台に戻してください。

掃除中にロボット掃除機を移動する
掃除中にロボット掃除機を持ち上げて移動するのは避
けてください。方向を見失う、通常のスマート動作に
従わない、充電台が見つけられないなどのトラブルが
発生する場合があります。ロボット掃除機を持ち上げ
る場合は、持ち上げた場所から30cmの範囲内に置く
ようにしてください。
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ネイトロボット掃除機のメンテナンス
重要事項
ロボット掃除機を正常稼動させるために、定期的な
メンテナンスが必要です。使用環境によって異なり
ますが、使用するごと、または必要に応じてブラシ
をチェック/掃除する、ダストボックスを空にする、
などのお手入れが必要です。このお手入れを怠る
と、ロボット掃除機に問題が発生する原因になった
り、製品保証に影響を及ぼす可能性があります。

ダストボックスとフィルター
毎回使用後は、ダストボックスを空にして、通気経
路/開口部およびフィルターを掃除します。フィル
ターを外すには、取っ手をつまみ、引き出します。

清掃ツールを使用して、フィルターを掃除します。
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フィルターは必要に応
じて、１～2ヵ月ごと、
またはそれ以上の頻度
で交換してください。

ブラシ

ロボット掃除機上面

毛髪/繊維
カッター

ロボット掃除機の上面とレーザートップ周辺をやわ
らかい綿布で掃除します。

フィルター
清掃ツール

ロボット掃除機にサイドブラシが付属している場合、
サイドブラシを取り外しておきます。次に、両端を上
に引っ張り、ブラシガードを取り外します。

両側を同時に引き出す

髪の毛/繊維ブレードを使用して、ブラシから髪の毛
を取り除きます。ブラシの端やブラシの根本の穴に
付着するごみくずを取り除きます。ブラシを取り付
け直し、ブラシガードを取り付けます。

センサー

落下セン
サーウィン
ドウ

乾いた綿棒で、
ロボット底部の 壁面追跡セ
２つの落下セン ンサーウィ
サーウィンドウを ンドウ
掃除します。

注意
ロボット掃除機のメンテナンスについては、
オンラインにあるネイトのハウツービデオ
（www.NeatoRobotics.com/support）
をご覧ください。

落下セン
サーウィン
ドウ

JP

ネイトカスタマーサポートと製品登録について
アクセサリー

ネイトを登録

保証および修理

ネイトのロボット掃除機アクセサリおよび交換部品
についての詳細は、Neato.co.jpでご確認いただけ
ます。

ネイトのアプリを使用していない場合でも、ロボッ
ト掃除機を登録することで、ソフトウェアリリース
および特典について最新情報を取得することが出来
ます。NeatoRobotics.com/ja/my-neato-createaccount/ にアクセスしてご購入されたネイトのロボ
ット掃除機を登録してください。

ネイト ロボティクス社（以下、ネイト）は、バッテ
リーを除くお客様がご自身で購入されたネイトのハー
ドウェア製品について、ご購入日から1年間、材料お
よび製造上の欠陥により発生した不具合について保証
します。

ネイトのアクセサリおよび部品は、必ず純正
品をお買い求めください。
•
•
•
•
•
•
•

バッテリー
フィルター
ブラシ
磁気テープ
フィルター＆ブラシ清掃ツール
ダストボックス
充電台

非正規代理店または第三者が販売するアクセサリ（ネ
イト純正品以外）を使用すると、ロボット掃除機が破
損したり、保証が無効になる場合があります。

サポート、ヒントについて
ハウツービデオ、FAQ（よくある質問）、最適な操
作のためのヒントとコツなど、役立つ情報をご覧いた
だけます。
下記をご覧ください。
NeatoRobotics.com/ja/support/
YouTube.com/NeatoRobotics

なお、バッテリーについての保証期間は、6ヵ月間と
します。
保証条件全文については、NeatoRobotics.com/
Limited-Warrantyをご覧ください。本書に明記された
以外の保証については、適用法で許される限り、免責
されるものとします。

重要な情報
ネイトのロボット掃除機に同梱されている付属書類を
ご覧ください。

推奨の交換日程は使用程度によって異なります。
• フィルター - 1～2ヵ月に1回
• バッテリー - 12～18ヵ月に1回
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トラブルシューティング
バッテリーLED
赤色の点滅

情報LED		
赤色の点滅

意味

動作

バッテリーでエラーが発生して
います。

カスタマーケアまでご連絡ください。お近くの問い合わせ先については、www.NeatoRobotics.com/Contact-Usをご覧くだ
さい

意味

動作

ロボット掃除機のパフォーマンス
を最高にするには、手入れをする
必要があります。

再度実行する前に、以下の手順でロボット掃除機の手入れが十分であることを確認します。
1 - フィルターとダスト ボックスが清潔であり、適切に挿入されているか確認してください。
2 - 	ダストボックスがネイトに挿入され、正しい位置に取り付けられていることを確認してください。正しく挿入されている場合
は、ダストボックスの上面とネイトの上面が同じ高さになります。
3 - ブラシやエンドキャップにゴミ屑の付着や髪の毛などの巻き込み屑がないことを確認してください。
4 - ホイールガイドにゴミが詰まっていないか確認してください。
スタートボタンを押すと、ロボット掃除機が始動します。問題が解決しない場合は、次の手順2に従ってください：
5 - 	乾いた綿棒を使って、レーザーカバーの下にあるレーザー筐体が開かないように注意して、左右に5回ずつ回転させてください。
6 - 	乾いた綿棒で、ロボット底部の２つの落下センサーウィンドウを掃除します。スタートボタンを押して、ロボット掃除機を始動
します。
7 - 	スタートボタンを10秒間長押しして、ロボット掃除機をリセットします。ロボット掃除機のランプがすべて消えます。スター
トボタンを押して、再度起動します。
メンテナンスの方法については、サポートセンターでハウツービデオをご覧ください。
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JP

トラブルシューティング（続き）
情報LED		
赤色の点灯

意味

動作

環境に問題があるためナビゲー
トできません。考えられる
理由：

以下の手順に従ってトラブルシューティングを行ってください。以下を必ず確認してください：

• レーザーが遮断されている。
• 床に問題があるためナビゲー
トできない。
• センサーが汚れているか、正
しく動作していない。
• ホイールまたはブラシが汚れ
ている。

ネイトアプリロボット
掃除機のステータス
ネイトアプリで「ロボット
掃除機オフライン」という
メッセージが表示される

1234-

 イトが掃除を開始してから環境が変化していないこと (家具を動かした、ネイトが別の部屋に移動した、など)
ネ
ホイールガイドにゴミが詰まっていないこと。
バッテリーが充電されていること。
ロボット掃除機の問題が解決しない場合は、ボタンを10秒間長押しして、ロボット掃除機をリセットします。ロボット掃除機の
電源がオフになります。スタートボタンを押して、再度起動します。ロボット掃除機を再起動してみてください。

ボタンを押すと、ロボット掃除機が始動します。問題が解決しない場合、
5 - ロボット掃除機のレーザーが自由に回転することを確認してください。綿棒を利用し、左右にレーザーを5回ずつ回転させます。
6 - 圧縮空気を使い、約6インチ離れた場所で圧縮空気を炸裂させます。
ロボット掃除機を完全に充電します。ロボット掃除機を再起動してみてください。問題が解決しない場合は、チャットアイコン
（www.NeatoRobotics.com/support）をクリックしてサポートを依頼するか、カスタマーケアセンターのお問い合わせページに
進み、その他のオプションをご確認ください。

意味

動作

ロボット掃除機がWi-Fi接続から
外れた、またはスマートフォン/
タブレットが3Gまたは4Gサー
ビスに接続されていません。

指示された順番で、以下の項目を確認または試してください。
1 – スマートフォン/タブレットが3Gまたは4Gサービスに接続されているか確認します。スマートフォンが接続されていない場合、ネ
イトアプリが「ロボット掃除機がオフライン」というメッセージを送信します。
2 – 充電台から一度取り外し、スタートボタンを10秒間長押しして電源を切って、ネイトロボット掃除機をリセットします。次にも
う一度スタートボタンを押して、電源を入れます。数分間待って、「掃除の準備ができています」というメッセージが表示され
ているかどうか、ネイトアプリをチェックしてください。
3 – 1または2の対処をしても問題が解決しない場合：ネイトアプリからロボット掃除機を削除し、もう一度ロボット掃除機を接続し
直してください。「掃除の準備ができています」というメッセージが表示されるはずです。

問題が解決しない場合は、
ネイト カスタマーケアセンター
（www.NeatoRobotics.com/support）
までお問い合わせください
注意：ネイトアプリのコンテクストヘルプもトラブルシューティングの参考にしてください。トラブルシューティングのヒント集は、www.NeatoRobotics.com/supportをご覧ください。
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あなたとネイトロボット掃除機

新しいネイトのロボット掃除機をご購入いただき、ありがとうございます。これか
らは掃除機がけをせずとも床がいつもきれいであることを実感するでしょう。
最初の数回は、ロボット掃除機が掃除する様子を観察してみてください。室内で
ちょっとした工夫（椅子やランプを数センチだけ移動させたり、あるいはコードを
まとめたりなど）で掃除の成果が大きく変わることに気づくでしょう。
あなたがロボット掃除機を手伝ってあげれば、ロボット掃除機もあなたをお手伝い
してくれるでしょう。
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