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■  同梱物

・ネイト本体　・充電台　・電源コード

・ネイト ユーザーガイド

・ネイト 製品保証書

・重要な情報

ネイトをお使いになる前に

ネイトをご購入頂き誠にありがとうございます。お使いになる前に本書をご確認
ください。

・磁気テープ   
 

・ブラシ&フィルタークリーニングツール 
 

■  ご使用環境についてのご注意

● 本製品は一般家庭の室内専用です。

● 濃い黒色の床面や壁または家具には、センサーが正常に反応しない場合があります。

●  正常な動作のために定期的に各種センサーを清掃してください。詳しくは、取扱説明書
をご確認ください。

●  落下センサーの正常な動作の妨げになるため、段差のすぐ下に物などを置かないでくだ
さい。また、落下しそうな場所には、必ず使用前に専用の磁気テープを端から15cm以上
手前に設置してください。 

●  ネイトが接触したことにより壁や家具などに、まれに跡が残る場合があります。お取り
扱いには十分ご注意いただき、傷や跡をつけたくない物は、使用前に移動する、または
保護して接触しないようにしてください。

●  ネイトには裏面の４個のタイヤ（プラスチック4 ・ ゴム２）によって走行するため、濃色
のフローリング床面や、ワックス塗りたてのフローリング床面、柔らかい木の材質のフロ
ーリング床面などで使用した場合、まれに摩擦痕（ネイトの走行跡）が残ることがあり
ます。お取り扱いには十分ご注意ください。

● 濡れたフロアや水分に触れる場所でのご使用はできません。

● ペットの排泄物の吸引は故障の原因になりますのでご注意ください。

● 幅38ｃｍ高さ11ｃｍ以下の場所は、ネイトが入れないため掃除ができません。

● 高さ2ｃｍ以上の床の敷居や段差などは乗り越えることができません。

●  運転の妨げとなるため、使用前に床からカーテンなどの垂れ下がり、電源コード類、小
物や高価なもの、ひも、衣類、ビニール袋、薄い布、ラグマット、紙くず、壊れやすいもの
をかたづけてください。

・バッテリー ・超高性能フィルター    

・サイドブラシ   
 

・コンボブラシ  

・ダストボックス

ネイト本体装着済みパーツ
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● 毛足の長いカーペットの上でのご使用はできません。

● 充電台の前、左右に十分なスペースがない場合は、充電台に戻れない場合があります。

●  ご使用中は、小さなお子様やペットに十分注意し、動作中のネイトに衣類、髪の毛等、
身体にネイト本体またはブラシの駆動部が触れないようにしてください。

●  タバコ、マッチの燃焼かす等、可燃物は吸い込まないようにご注意ください。

●  歩行者がつまずいて転倒するおそれがあるため、置き場所やご使用の際は十分ご注意
ください。

●  高く不安定な場所、ストーブなど高温になる機器の周辺などでの使用は危険ですので、
使用しないでください。

●  ネイトは自走式です。倒れやすいもの壊れやすいものは破損や傷がつく原因になりますの
で、使用前に必ずそれらのものを移動または保護して接触しないようにしてください。

●  ご使用前に必ず取り扱い説明書をよく読み、用法を守って正しくお使いください。

※  本製品の故障またはその使用上において発生したお客様の損害について当社は一切そ
の責任を負いません。

■  落下について

ネイトは、自律的に動作して自動でお掃除するロボットです。

特殊な状況やセンサーが汚れなどで正常に動作しない可能性があります。

次のようなところでは、ネイトが落下して物を壊すことや、人的損害を引き起こす恐れがあ
りますので、十分にご注意ください

ネイトは段差を降りてしまうと上がって戻れなくなります。

ネイトは落下センサーによって自動的に段差から落ちないよう回避しますが、 
万が一のために磁気テープや障害物を置くなどして予防してください。

約２cm～４cmの段差

約５cm以上の段差

注意が必要な場所

玄関等 
段差が5cm以下の場合
戻れなくなります。

2~4cm 
の段差
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※ キャットウォークやタンス、書棚の上など高所では使用しないでください。

                           注意が必要な環境

階段の踊り場ロフトや吹き
抜けの上層階等

        センサーのお手入れ

 
   
落下を回避するためのセンサー部分のお掃除については、弊社のホーム 
ページ (https://www.neatorobotics.com/ja/support/)  
にあるサポートメニューをご覧ください。

ネイト カスタマーケアセンター
E-MAIL：jpcare@neatorobotics.com  
フリーダイヤル：0800-222-0558

・直射日光がセンサーに当たる ・段差付近のマットや敷物 ・濡れた床など滑りやすい場所
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充電用接点
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1  ご利用前に 

正しく動作させるため、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。

スマートフォン / タブレットをご用意ください。

WiFiネットワーク名とパスワードが必要です。

ヒント：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ルーターを
設定します。

 
2  充電台を設定する 

電源コードを充電台に	
しっかりと差し込んでく	
ださい。

図のように、コードを	
巻き付けて長さを調整します。

ロボット掃除機のネットワーク接続

充電台の両側および正面に1mの空間がある 
壁のコンセントを選択します。この条件なら、 
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、充電台を壁際に取り	
付けます。

ヒント：充電台を硬い床面に置きます。

ヒント：電源コンセントが何らかのスイッチ制御を受けていないことを確認
します。

3  ロボット掃除機の初期充電 

ネイトロボット掃除機の	
丸い側面を充電台の金属	
の充電端子にしっかりは	
め込んでください。 

最良の掃除機能をお届けするため、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。

注意：起動中はロボット掃除機のスタートボタンの隣にあるLEDが青色と緑
色に交互に点滅します。音声トーンを聞いてから追加の機能を実行してくだ
さい。

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。

4  ネイトアプリの利用

•	 ネイトアプリをダウンロードします。
•	 ネイトアプリを開き、ネイトアカウントを作成します。

   ヒント：  すでにネイトのアカウントをお持ちの場合は、サインインしてくだ
さい。

•	 アカウントの設定が完了すると、確認メールが送信されます。電子メール
を開き、確認してから次のステップに進みます。
•	 ネイトアプリにサインインします。
•	 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。

   ヒント：  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。



Start
Button

Right 
Side
Bumper

LEDカラー 意味

青色がゆっくりと点滅 ロボット掃除機はペアリングモードです

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

WI-FI LED 

スタートボタン、      家の掃除、     スポット掃除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ることを意
味します。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。ルーターが正常に動作していない可能性も考えられますので、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
LED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、も
う一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

*  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。

ペアリング中は、接続状態に応じてWI-FI LEDが変化します。 ネイトアプリを使用するか、スタートボタンを押して
ロボット掃除機を起動します。

ロボット掃除機の充電後、60分以内に接続しなかった場合、またはロボット
掃除機を最初に接続していない場合は、以下の操作を行ってください：

 •  ロボット掃除機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15秒 
  間長押しします。 

 •   もう一度スタートボタンを押すと、ロボット掃除機が再起動します。	
Wi-Fi LEDがゆっくり青色に点滅し、ロボット掃除機がペアリング	
モードになります。

 •  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。

ペアリングの問題のトラブルシューティング ロボット掃除機を使用する
日
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スタート 
ボタン

 
右側 
バンパー
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ピンチすると拡大

侵入禁止ラインを追加する

日
本
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ゾーンクリーニング
ゾーンクリーニングを使うと、家の中で問題の
領域をより頻繁に掃除することができます。例
えば、ダイニングテーブルのゾーンを作成し、
ロボットに送信すると、床に落ちた食べかすを

すべてきれいにしてくれます。

複数のフロアプラン
Botvac D7には複数のフロアプ
ラン機能があり、最大3つのフロ
アプランを記憶することができま
す。そのためフロア別に侵入禁止
ラインを設定できます。侵入禁止
ラインを設定すると、ロボット掃
除機が動けなくなる状況を回避す
るのに役立ちます。

侵入禁止ライン
どんなに散らかっていても大丈夫。仮想の侵入
禁止ラインを設定することで、ペット用のボウ
ルやおもちゃの山など、ロボット掃除機を侵入
させたくない領域を指定できます。侵入禁止ラ
インの設定はシンプルで、ネイトアプリから直
接行えます。

ネイトアプリに搭載された機能：

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。

各種アクセサリー
日
本
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•	 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（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

重要事項： 掃除する場所に切り立った場所、落差、バルコニー、暖炉、階
段などのエリアがあり、掃除機がその危険を呈する場所を通る/落下する場
合は、そのエリアに進まないように物理的な柵を設置してください。落下
センサーと磁気テープは掃除中のロボットを手助けするためのものですが、
危険な状況を回避するうえでこれらのみを頼りにしないでください。Neato 
Roboticsは家具、オブジェ、ラグ、床の損傷については責任を負いません。

サポートが必要な場合 

電話（0800-222-0558）でお問い合わせいた
だくか、www.NeatoRobotics.com/support 
にアクセスして、お住まいの地域の最寄りの連
絡先をご覧ください。

CustomerCare@NeatoRobotics.comまで	
メールでお問い合わせください。

ユーザーガイドおよび使い方についての動
画は以下のWebサイトを参照してください 
www.NeatoRobotics.com/support
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