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はじめまして、ネイトロボット掃除機です
 
この度は、ネイトロボット掃除機をご購入頂き、ありがとうございます。お客様のスマートフォンやタブレットとネイト	
ロボット掃除機をつなげれば、これからはどこにいてもご自宅のお部屋の掃除をしたり、状況を確認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方法をご説明します。また、ロボット掃除機が最適に
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。

ご不明な点や問題がございましたら、お気軽にご連絡ください。お客様の問題解決をお手伝いします。	
www.neatorobotics.com/support

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。

はじめの数回は、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に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
なナビゲーションシステムが搭載されていますが、ロボッ 
ト掃除機は家具やオブジェ、ペット、人にぶつかる可能性が
あります。ぶつかった衝撃で損傷するおそれのある特別なオ
ブジェがある場合は、そのオブジェをお部屋から移動する
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、床の損傷については、Neato Robotics 
は責任を負いませんのでご了承ください。

重要事項：セットアップを開始する前にお読みください

日本語
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1  レーザーカバー
2  上面
3  ダストボックスとフィルター
4  ハンドル
5  スタートボタン
6  家の掃除アイコン
7  スポット掃除アイコン
8 バッテリーアイコン
9 Wi-Fiアイコン
10 正面バンパー
11 磁気テープ（一部のモデルに付属）
12 充電台

13 ブラシ
14 壁面追跡センサーウィンドウ
15 サイドブラシ（一部のモデルのみに付属）
16 キャスター（ホイール）
17 落下センサーウィンドウ
18 ブラシガード
19 バッテリードア
20 メンテナンスのヒントラベル
21 ロボット掃除機のラベル
22 充電用接点
23 アップグレードケーブル（一部のモデルのみに付属）
24 クリーニングツール（一部のモデルのみに付属）
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家の掃除LEDは、以下のステータス
を表示します：

·  家全体を掃除
·  家の掃除エラー情報

 
スポット掃除LEDは、以下のステー
タスを表示します：

·   2 m x 2 mの範囲をスポッ
ト掃除

·  スポット掃除エラー情報

Wi-Fi LEDは、以下のステータスを表
示します：

·   ペアリング中のWi-Fi接続
状態

·   可動範囲外またはその他のス
テータス

 
バッテリーLEDは、以下のステータス
を表示します：

·  充電状態
·  バッテリーエラー情報

注意：アイコン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：本製品の一部の機能を使用するには、Wi-Fi、iOSまたはAndroidスマート
フォンもしくはタブレットに加えて、ネイトアカウント（無料）が必要です。

（フィルターは機種	
によって異なります）

日本語

スタートボタンとLEDライト
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ヒント

ロボット掃除機を侵入させ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との互
換性があります）を設置してください。またはマイフロ
アプランで侵入禁止ラインを設定します。

磁気テープはハサミで切って短くすることができます。

養生テープなど貼り直し可能なテープを使用して、床の上
で磁気テープを水平に貼ることができます。

ネイトロボット掃除機をリセットするには、スタートボ
タンを15秒間押し続けます。すると、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。

コンボブラシは、ペットの毛の回収に優れ、さまざまな
種類の床がある家に最適です。

光沢のある床面や黒色の床面は、ナビゲーションエラー
の原因となる場合があります。

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に移動してハウツー
ビデオをご覧ください。

重要事項とヒント

重要事項と安全上のご注意

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。

床に置いた玩具や衣服などの小物を片付けてください。

配線やカーテンなどの低い位置でぶら下がっているもの
は結んでください。

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）。万が
一ロボット掃除機が落下した場合でも確認できるよう
に、階段の端から15㎝離れた場所に磁気テープを置いて
ください。

ネイトロボット掃除機は室内に保管してください。本製
品は屋外の掃除や氷点下での使用を想定して設計されて
いません。

重要事項：はじめの数回は、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。ネイトロボット掃除機は、小さなオブジェ（靴下や宝石など）や床のコードを避けるとは限りません。ぶつかった衝撃で損傷するおそれのある特別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侵入禁止ラインを設定してください。また、ネイトロボット掃除機の回転ブラシは一般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、床の損傷については、Neato Roboticsは責任を負いませんのでご了承ください。
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スタートボタンとLEDライト

日本語

ロボット掃除
機の動作：

LEDカラー 意味

掃除中 

緑色に点灯 バッテリー残量正常

黄色に点灯 バッテリー残量が低下しているため、新しい掃除を開始する前に充電が
必要

赤色に点灯 バッテリー残量が低下しているため、ロボット掃除機を充電台に戻す必
要がある

充電中 

緑色（点灯また
は点滅）

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

赤色の点滅 バッテリー残量が低下しているため、新しい掃除を開始する前に充電が
必要

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

青色が高速で点滅* ネイトアプリ/アカウントとのペアリング中

赤色が高速で点滅 接続エラー

青色に点灯 ペアリング完了

消灯 ロボット掃除機がオフラインです – お使い頂くためにはロボット掃除機を再起動し
て接続してください

バッテリーLED

WI-FI LED

*  ペアリングが完了していても、青色が高速で点滅している場合は、ロボット掃除機の接続が切断されています。
ロボット掃除機が可動範囲を超えた、Wi-Fiネットワークが切断された、またはWi-Fiに関する別の問題が発生
した可能性があります。ロボット掃除機が可動範囲を超えた場合、ロボット掃除機が可動範囲に戻ると自動的に
再接続されます。または、ルーターが正常に動作していることを確認してください。

操作 家の掃除LED  スポット掃除LED  

掃除を開始する

家全体の掃除を行うには、スター
トボタンを1回押します

青色に点灯

スポット掃除を行うには、スター
トボタンを2回押します

 青色に点灯

掃除の一時停
止/再開

掃除中に一時停止する場合はス
タートボタンを押します

家の掃除モードの場合、一
時 停 止 中 はL E D が 点 滅 し
ます

スポット掃除モードの場合、
一時停止中はLEDが点滅し
ます

掃除を再開する場合は、再度ス
タートボタンを押します

青色に点灯 青色に点灯

掃除の中止 
 （一時停止中）

掃除を中止するには、スタート
ボタンを5秒間長押しします

ロボット掃除機のLEDが消
灯し、トーン音が流れます

ロボット掃除機のLEDが消
灯し、トーン音が流れます

家の掃除       とスポット掃除      LED

*  注意：LEDが赤色に点滅または点灯している場合は、ロボット掃除機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。

スタートボタンとLEDライト
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家の掃除

通常操作では、ネイトロボット掃除機は充電台から離
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
の範囲を1つのセクションとして掃除を開始します。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。

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
部分のみ掃除する場合は、ネイトロボット掃除機は完全
に掃除が完了するまで、掃除を継続します。

自動充電と自動再開

掃除する部屋の面積が非常に広い場合、ロボット掃除機
は掃除の途中で充電台に戻り、再充電します。充電が完了
すると、自動的に戻り、残っている場所を掃除します。

ワンルームの掃除

ワンルーム（1部屋）を掃除したい場合、スポット掃除
機能を使って、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

掃除の途中で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等のトラブルが発生
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約30 cmの範囲内に置いてくだ
さい。

ネイトの仕組み
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クイックスタートガイドの指示に従って、ロボット掃除
機をネイトアプリに接続します。

最高の使用感を得るため、また、すべての機能をお使い
いただくには、ネイトアプリを利用してロボット掃除機
を設定することをおすすめします。
 
ネイトアプリを使用するメリット： 

• 侵入禁止ライン機能付属のネイトフロアプランナー 

• 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

• アプリを操作して簡単に掃除を一時停止できる

• 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キスト対応のヘルプに
より、ロボット掃除機の状態をベストに保つ

• ダッシュボード（一部のモデルのみに付属）
• ロボット掃除機のソフトウェアアップデートに関する通
知を受信できる

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。

複数のスマートフォンとタブレットを
使用し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、ご家庭にある複
数の端末で、1台のロボット掃除機を操作できます。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
ドしてから、ロボット掃除機のセットアップで必要な
マイネイトのアカウント登録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
ネイト	Botvac D7は、2.4GHzと5GHzのWi-Fiネットワ
ークに対応しており、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。

FCCは、米国内のワイヤレススペクトル チャネル 1-11 で
の操作には、ワイヤレスデバイスを要求しています。

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ルーター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。

最良の結果を得るには、家全体に強いシグナルを発信で
きる家の中心的な場所にWi-Fiルーターを設置してくださ
い。

ネイトアプリを使用する

日本語

ネイトD7は次のWi-Fiチャネルに対応します。
• 2.4 GHzネットワークでは、チャネル1-11
• 5 GHzネットワークでは、チャネル36、40、44、48
 
参照：
詳細については、www.Neatorobotics.com/D7WiFiTroubleshootingをご覧ください。
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スポット掃除

スポット掃除を開始するには、ネイ
トアプリの[スポット]を選択し、
スタートボタンを押します。ネ
イトロボット掃除機は2 m x 2 m 
の領域を掃除します。

ネイトロボット 
掃除機の予約設定 

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。

注意  定期的な掃除のスケジュールが不要の場合は、[ス
ケジュール設定]機能をオフにして定期的な掃除のスケジ
ュールをオフにすることができます。

プッシュ通知

アプリのプッシュ通知をオンにすると、ロボット掃除機
が現在の状態を通知します。スマートフォンやタブレッ
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。

家の掃除
家の掃除を開始するには、ネイトアプリのスタートボタン
を押します。ネイトロボット掃除機は部屋から部屋へと
自動的に移動し、1つの階すべての床を掃除します。

注意：ネイトアプリのスタートボタンを押してもロボッ
ト掃除機がマイフロアプランの位置を確認できない場
合、通知が送信され、掃除を中止するか続行するかを選
択するように要求されます。[掃除を続行]を選択した場
合、ロボット掃除機はマイフロアプランを使用しない、
または侵入禁止ラインに従わずに掃除を行うため、磁気
テープを使用して掃除してほしくない領域にロボット掃
除機が侵入しないようにする必要があります。

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]のいずれかの操作を実行できます。

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。

ロボット掃除機のソフトウェアのアッ
プデート

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。

スマートウォッチ対応

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
フォンとの通信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てください。

ご利用の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意味
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。

ロボット掃除機を掃
除したいエリアの中
央に置き、掃除する
前方へ向けます。
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ネイトフロアプランナー

ネイトアプリを使用して、ネイトフロアプランナー
で、侵入禁止ラインと呼ばれる仮想の境界を設定し、
ロボット掃除機が進入しない場所を指定できます。こ
れにより、ネイトの磁気テープなどの物理的な障壁を
使用する必要がなくなります。

フロアプランの作成

侵入禁止ラインを設定するには、ロボット掃除機は一度
クリーニングを実行してフロアプランを作成する必要が
あります。フロアプランを作成するには、ネイトアプリ
のメニューセクションで[マイフロアプラン]に移動する
と、アプリが手順ごとに案内します。

フロアプランを完成させるには、次の2つの手順に従っ
てください。1）ロボット掃除機が各部屋をマッピング
できるようにドアを開ける2）途中に置かれたオブジェ
や、ロボット掃除機のブラシに付着する可能性のあるオ
ブジェを取り除く。

侵入禁止ラインの設定

フロアプランに侵入禁止ラインを設定するには、ネイト
アプリを開き、メニューセクションで[マイフロアプラン]
を選択します。フロアプラン表示で、ページの下部にあ
る「侵入禁止ラインを追加する」を選択して線を描画し
ます。これにより、ロボット掃除機に進入させない領域
を指定します。例えば、ロボット掃除機のブラシに詰ま
る可能性のある子供のおもちゃ、祭日用の装飾、その他
オブジェがある特定の部屋や領域を避けるように侵入禁
止ラインを使用できます。また、部屋の中央部にネイト
ロボット掃除機を入れたくないエリアがある場合は、そ
のエリアの周りに4つの侵入禁止ラインを置くことで、そ
のエリアの周りに「ボックス」を描くことができます。

重要事項
フロアプラン作成後に充電台を移動することは推奨され
ません。

フロアマップを拡大すると、より正確な侵入禁止ラインを作
成することができます。拡大するには2回タップするか、2本
の指で挟みます。侵入禁止ラインで作成した境界線に隙間
が存在しない様にしてください。

侵入禁止ラインを引いて掃除する

侵入禁止ラインのある家を掃除するには、ロボット掃除
機が充電台にいることと、最初の掃除の実行から充電台
を移動していないことを確認してください。その後、ネ
イトアプリのホーム画面から[スタート]を選択するだけ
で掃除を実行します。

重要事項
侵入禁止ラインのある家や部屋の掃除をするには、アプ
リの侵入禁止ライン機能を使って掃除を開始します。ロ
ボット掃除機のスタートボタン、ChatbotsまたはIFTTT
を使って掃除を開始すると、ロボット掃除機は侵入禁止
ライン内には入りません。

また、ロボット掃除機がフロアプランの一部ではない部
屋に入るのを止めるには、入り口に侵入禁止ラインを追
加するか、ドアを閉じてください。

侵入禁止ライン機能付属のネイトフロアプランナー

日本語
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ネイトアプリを使用して家の掃除を開始する場合、以下
のモードのいずれかを選択してロボット掃除機の掃除ス
タイルを決定できます。

TURBO

Turboモードでは、ロボット掃除機のブラシと排気口を[
高]に設定し、通常の移動速度で進みながら強力な吸引
力で掃除します。これはデフォルトの掃除モードです。

ECO

Ecoモードでは、ブラシと排気口が[中]に設定され、ロ
ボット掃除機は1回の充電で広いエリアを掃除することが
できます。これは、騒音を最小限に抑えた掃除モード
です。

エクストラケアお掃除ナビゲーションは、ネイトロボット
掃除機が壊れやすい家具やナビゲーション障害を起こしや
すいエリアに近づかないようにするのに役立ちます。エ
クストラケアお掃除ナビゲーションを有効にすると、ロボ
ット掃除機はオブジェや物体の周りをより慎重に掃除し
ます。ロボット掃除機は、椅子の脚などの物体との空間
を通常ようにも広く空けて掃除を行うため、一部の家具
の下を完全に掃除しきれない場合があります。

掃除モード エクストラケアお掃除ナビ
ゲーション
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操作 家の掃除LED  スポット掃除LED

掃除を開始する 家全体の掃除を行うには、スター
トボタンを1回押します

青色に点灯

スポット掃除を行うには、スター
トボタンを2回押します

 青色に点灯

掃除の一時停
止/再開

掃除中に一時停止する場合はス
タートボタンを押します

家の掃除モードの場合、一
時 停 止 中 はL E D が 点 滅 し
ます

スポット掃除モードの場合、
一時停止中はLEDが点滅し
ます

掃除を再開する場合は、再度ス
タートボタンを押します

青色に点灯 青色に点灯

掃除の中止 スタートボタンを5秒間長押し
する

ロボット掃除機のLEDが消
灯し、トーン音が流れます

ロボット掃除機のLEDが消
灯し、トーン音が流れます

ロボット掃除
機の動作：

LEDカラー 意味

掃除中 

緑色に点灯 バッテリー残量正常

黄色に点灯 バッテリー残量が低下しているため、新しい掃除を開始する前に充電が
必要

赤色に点灯 バッテリー残量が低下しているため、ロボット掃除機を充電台に戻す必
要がある

充電中 

緑色（点灯また
は点滅）

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

赤色の点滅 バッテリー残量が低下しているため、新しい掃除を開始する前に充電が
必要

日本語

スポット掃除 

スタートボタンを2回押すと、スポッ
ト掃除を始動します。スポット掃除
の実行中、スタートボタンを押す
と、ロボット掃除機は一時停止しま
す。もう一度押すと、スポット掃除
を再開します。スポット掃除を中止
するには、ロボット掃除機を一時停
止させ、スタートボタンを5秒間長
押しします。

家の掃除

スタートボタンを1回押すと、家の
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へと自動
で移動し、1つの階すべての床を掃
除します。
*  侵入禁止ラインは、ネイトアプリを使用して
掃除を開始する場合のみ利用できます。

ネイトアプリを介してのみ使用可能な
機能

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、ネイトフロアプランナー、
スケジュール設定、プッシュ通知、コンテキスト対応の
ヘルプ、クリーニング統計（一部のモデルのみ）があり
ます。

家の掃除の場合はスター
トボタンを1回、スポット
掃除の場合は2回押します ロボット掃除機を中

央に置き、掃除する
前方へ向けます。

ネイトアプリを操作せずにネイトロボット掃除機を使用する

バッテリーLED

*  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：家の掃除またはスポット掃除LEDが赤色に点滅または点灯している場合は、ロボット掃除機の
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。

家の掃除      とスポット掃除      LED
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重要事項

ロボット掃除機を正常稼動させるためには、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。

各種センサー 

ロボット掃除機上面 

乾いた綿棒でロ
ボット掃除機底
部の2つの落下
センサーウィン
ドウを掃除して
ください。

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
い綿布で掃除してください。

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
上のネイトのハウツービデオ（www.NeatoRobotics.
com/support）をご覧ください。

ダストボックスとフィルター

使用後は毎回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。

ブラシ 

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。

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

毛髪/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
ゴミ屑を取り除きます。ブラシを取り付け直し、ブラシ
ガードを取り付けます。

ブラシは1か月に1度掃除することをお勧めします。

両側を同時に引き出します

フィルター	
清掃ツール

落下セン
サーウ	
ィンドウ

落下セン
サーウ	
ィンドウ

壁面追跡	
センサーウ
ィンドウ

毛髪/繊維
カッター

ネイトロボット掃除機のメンテナンス
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日本語

各種アクセサリー 

ネイトのロボット掃除機アクセサリーおよび交換部品に
ついての詳細は、www.NeatoRobotics.com.でご確認
いただけます。

ネイトのアクセサリーおよび部品は、	
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
• 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ー（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。

推奨交換時期は使用頻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

ネイトの登録

ネイト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
特典についての最新情報を取得することができます。	
www.NeatoRobotics.com/My-Neatoにアクセスし
て、アカウントを作成し、ご購入されたネイトロボット
掃除機を登録してください。

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。

www.NeatoRobotics.com/Support

www.YouTube.com/NeatoRobotics

保証

Neato Robotics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。

なお、バッテリーの保証期間については、6ヵ月間とし
ます。

保証条件全文については、www.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。

重要情報

ネイト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。

詳細情報
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         家の掃除と 
         スポット掃除LED 意味 動作

赤色の点滅 ロボット掃除機を最高のパフォー
マンスで動かすにはお手入れが必
要です。

再度起動する前に、以下の手順に従ってロボット掃除機の手入れが十分にされていることを確認してください。

1 - フィルターとダストボックスにゴミが詰まっておらず、適切に挿入されているか確認する。
2 -  ダストボックスが本体に挿入され、正しい位置に取り付けられていることを確認する。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ロボット掃除機の上面の高さが同じになります。
3 - ブラシやエンドキャップにゴミ屑が付着していないことを確認し、毛髪やゴミ屑が巻き付いている場合は取り除きます。
4 - ホイールガイドにゴミが詰まっていないか確認します。

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2つの手順に従ってください：

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、綿棒を左右に5回転させます。
6 -  乾いた綿棒で、ロボット掃除機底部の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すと、ロボット掃除機

が始動します。
7 -  スタートボタンを15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灯します。 

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。

トラブルシューティング
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トラブルシューティング（続き）

                     動作

赤色に点灯 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：

• 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。

次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。以下を確認してください： 

1 -  ネ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）

2 - ホイールガイドにゴミが詰まっていないこと。
3 - バッテリーが充電されていること。
4 -  ロボット掃除機の問題が解決しない場合は、開始ボタンを15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。綿棒を使って、レーザーを左右に5度

ずつ回転させます。穴に綿棒を差したままにしないでください。
6 - エアダスターを使って、約15 cm離れた位置から空気を少し吹きかけます。

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、www.NeatoRobotics.com/Supportでチャットアイコンをクリックしてサポートを依頼するか、カスタ
マーケア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。

         家の掃除と 
         スポット掃除LED 意味

日本語
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          バッテリーLED 意味 動作

赤色の点滅 ロボット掃除機のバッテ
リーにエラーが発生して
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

トラブルシューティング（続き）

          Wi-Fi LED 意味 動作

青色がゆっくりと点滅

青色が高速で点滅

赤色が高速で点滅

接続済み - 青色に点灯

オフ

接続待ち

接続中

接続エラー

接続済み

Wi-Fi オフ

ネイトは接続準備ができています。

ネイトは接続プロセス中です。

ネイトはネットワーク接続に失敗しました。接続プロセスが失敗した場所を確認し、再度接続を試みるには、アプリケーションを参照してく

ださい。

ネイトは接続されており、アプリの使用する準備ができています。

1 –  充電台からロボット掃除機を一度取り外し、スタートボタンを15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て
から、もう一度スタートボタンを押して、電源を入れます。数分後、「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。

2 –  上記の手順で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。
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日本語

ネイトアプリロボット 
掃除機のステータス  意味                      動作

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にお問い合わせください。 
注意  トラブルシューティングに役立つ状況依存ヘルプもネイトアプリで提供されています。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。

トラブルシューティング（続き）

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

ロボット掃除機のWi-Fi接続が切断されています。 Wi-Fi接続の信号強度が弱いまたは断続的である場合、ネイトロボット掃除機がオフラインになることがありま
す。これは通常は一時的な状況であり、通常、ロボット掃除機は接続を再確立した後にオンラインで元の状態に
戻ります。

ロボット掃除機が数分間でオンラインに回復しない場合は、次の点を確認してください。

1 –  ロボット掃除機が接続されているWi-Fiネットワークが動作していることと、ロボット掃除機が掃除している
エリアで信号強度が強いことを確認してください。

 
2 –  ネイトロボット掃除機を充電台から離してリセットし、スタートボタンを15秒間押して消し、スタートボタ

ンをもう一度押してオンにします。数分後、「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の方法を実践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。

ネイトアプリで「インター
ネットに接続していないよ
うです」というメッセージ
が表示される

ネイトアプリをインストールしたスマートフォン/タ
ブレットがWi-Fiやスマートフォンサービスに接続さ
れていません。

ネイトアプリでロボット掃除機と通信できるように、スマートフォン/タブレットがWi-Fiまたはスマートフォンサ
ービスに接続されていることを確認してください。
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新しいネイト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、
ご自分で掃除機をかけなくても床がいつもきれいであることを実感していただけること
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。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、室内でちょっとした
工夫をするだけで掃除の成果が大きく変わることに気づくかもしれません。

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。

あなたとあなたのネイトロボット掃除機
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