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ホームページでは新製品情報や、商品に関するさまざまな
情報をお届けしております。また、お客様の商品購入やお
問い合わせにもご利用いただける便利なホームページです。
ぜひ、一度ご覧ください。

このたびは、ガラスクリーニングロボット HOBOT-168をお買い上げ
いただき、ありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管し
てください。

Glass Cleaning Robot

家庭用 室内専用



安全上のご注意 必ずお守りください

火災・感電・ショートを防ぐために
警告

分解・修理・改造をしない
●火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上    
  げの販売店、またはお客様相談窓口にご相談ください。

●発熱・発火・感電の原因になります。

針金や金属片などを本体や ACアダプタープラ
グの内部に差し込んだりしない

UPS（停電時電源）のバッテリーの充電に専用の
ACアダプター以外は使わない
またACアダプターは本体以外の機器に使わない

●電池の液漏れ・発熱・破裂の原因になります。
灯油、ガソリン、シンナー、可燃性ガス（スプレー）
などの引火性のあるもの、タバコの吸い殻などの
火の気のあるもの、トナーなどの可燃物の近くでは
使用しない

●爆発・火災・感電・けがの原因になります。

水まわりやトイレ、風呂場では絶対に使わない
●感電の原因になります。

本体 （マイクロファイバー布を除く） ・ ACアダプ
ターは絶対に水洗いしない

●感電・故障の原因になります。

異常・故障時にはすぐに使用を中止する

発煙・発火・感電の原因になります。すぐに本体の電源を「切」にし、ACアダプターのAC電源プラグとACアダプタープラ
グを抜いて、販売店またはお客様相談窓口に点検・修理を依頼してください。
●電源を入れても、ときどき運転しないことがある。

●電源コード類を動かすと通電したり、しなかったりする。

●運転中ときどき止まる。

●運転中に異常な音がする。

●本体やACアダプターが変形したり異常に熱い。

●こげくさい“におい”がする。

指 示

●火災・感電の原因になります。
●付属以外の延長コードは使わないでください。

電源・ACアダプター・AC電源コードは正しく使う

●電源は交流100Vのコンセントを単独で使う

●AC電源プラグ・ACアダプタープラグのホコリは、
　定期的に乾いた布でふき取る

●感電・発熱による火災の原因になります。

●AC電源プラグ・ACアダプタープラグは根元まで
　確実に差し込む

●感電・けがの原因になります。

●お手入れのときは、必ず本体の電源を「切」にし、　
　ACアダプターの AC電源プラグ・ACアダプター　
　プラグを抜く

●感電・ショート・発火の原因になります。

●AC電源コード・AC電源プラグ・ACアダプタープラ
　グが傷 んだり、差し込みがゆるいときは使わない

●電源コード類を傷付けたり、無理に曲げたり、引っ
　張ったり、ねじったり、束ねたり、加工したり、重いも
　のを載せたり、はさみ込んだりしない

●電源コードの損傷による火災・感電の原因になります。

●電源コード類を本体車輪に巻き込まない

●感電・けがの原因になります。

●AC電源プラグ・ACアダプタープラグはぬれた手で
　抜き差ししない

●ACアダプタープラグの（＋）（－）をショートさせない

指 示

本体・付属品について （各部のなまえP.5を参照ください。）

所定の充電時間を越えても満充電にならない場合は、充電をやめる
●発熱・破裂・発火の原因になります。

指 示

本製品は安全を充分に考慮して設計されていますが、電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながることが
あります。お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

注意

取扱いを誤った場合は「死亡または重傷※1 を
負う可能性がある内容」を示します。警告
取扱いを誤った場合は「軽傷※2を負うことや、物
的損害※3 が発生する可能性がある内容」を示
します。

中の絵や近くの文で、してはいけない
こと（禁止）を示します。

中の絵や近くの文で、しなければな
らないこと（指示）を示します。

中の絵や近くの文で、注意を促す
内容を示します。

※1：重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。
※2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
※3：物的損害とは、家屋・家財・および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

けが・やけど・本体の故障を防ぐために
警告

●プラグの刃の変形、AC電源コードの断線による感  
  電・ショート・過熱による発火の原因になります。

電源・ACアダプター・AC電源コードは正しく使う

●AC電源プラグを抜くときは、AC電源コードを持
　たずに、必ずAC電源プラグを持って抜く

●けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因に 
  なります。

●長期間使わないときは、本体の電源を「切」にし、
　ACアダプターのAC電源プラグ・ACアダプター
　プラグを抜く

●落下によるけが・故障の原因になります。

・厚さ3mm未満の薄い窓ガラス
・油分の塗布された窓
・氷が張っていたり、雨や結露の見られる窓
・遮光フィルムの貼ってある窓
・ひび割れ・破損のある窓
・窓枠のない窓
・高温、多湿の場所（周囲温度40℃以上）

子供やペットが触れる場所には置かない
●感電・けがの原因になります。

充電完了直後は、 本体裏面および AC アダプ
ターのプラグには触れない

●やけどの原因になります。

赤外線センサーが汚れているときはお手入れを
する

●落下によるけが・故障の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは
使わせたり、遊ばせない

●事故・感電・けがの原因になります。
  自分で意思表示できない人、または自分で操作できない     
  人は付き添いなしでは使わないでください。

運転中、車輪には触れない
●手などのけが・やけどの原因になります。
●特に小さなお子様にはご注意ください。

けが・破損を防ぐために

マイクロファイバー布は純正品を使う
●故障の原因になります。 

  ・指定以外のマイクロファイバー布のご使用による故障・  

　事故に責任は負いません。

本体を運ぶときは運転を停止し、両手でしっかり
持つ

●本体の変形・けがの原因になります。

本体に乗ったり、重いものを載せたりしない
●本体の破損・けがの原因になります。
●特に小さなお子様にはご注意ください。

マイクロファイバー布とリングは正しく取り付ける
布が破れたり、古くなったときは交換する

●落下によるけが・故障の原因になります。

●火災・故障の原因になります。

●本体や電源コード類の変形によるショート・発火の 
  原因になります。

吸着モーターの吹出口をふさがない

火気に近づけない

●感電・ショート・過熱による変形・発火・故障の原因
  になります。

本体及び ACアダプターに液体を付着させない

火災・感電・ショートを防ぐために
注意

指 示

指 示

安全ロープをカーテンレール等に必ず取り付け
て使用する

●思わぬ落下による事故・故障の原因になります。
指 示

指 示

指 示

指 示

本体・付属品について （各部のなまえP.5を参照ください。）

安全ロープや安全フックに破損がないか確認
する

●思わぬ落下による事故・故障の原因になります。
指 示

直射日光の当たる場所や冬場の屋外・車中、暖房
装置の周辺など、高温・冷温下での保管をしない
（周辺温度－10℃～50℃以内）

●過熱による変形・発火・故障の原因になります。

　室内専用　次の条件（状態）では使わない



安全上のご注意（つづき）

バッテリー（リチウムイオンポリマー二次電池）について

バッテリーの分解・修理・改造をしない
●バッテリーの液漏れ・破裂・発火の原因になります。

火中に投入したり、加熱したりしない

感電・破損を防ぐために
警告

マイクロファイバー布について

注意

●バッテリーの液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になり  
  ます。
  修理はお買い上げの販売店、またはお客様相談窓口に
  ご相談ください。

充電には専用のACアダプターを使う
●バッテリーの液漏れ・発熱・破損の原因になります。

水や海水などにつけない、ぬらさない
●発熱の原因になります。

火災・破損を防ぐために

指 示

指 示

本品は清掃具です
本来の用途以外に使用しない ●変色・変質のおそれがあります。

煮沸消毒・漂白剤の使用はしない

●傷の原因になります。

固いゴミや砂などが付着したまま使用しない

●色移りのおそれがあります。

人工大理石の上に長時間放置しない

●使用・保管状況によっては比較的早く摩耗・劣化す
ることがあります。

本品は消耗品です
摩耗した場合は使用しない

傷が心配な場合、あらかじめ目立たない部分で
試してから使用する

指 示

火のそばや高温になる場所には置かない

ご使用後はよく洗って水気を切って乾かす

※衣類乾燥機を使用しないでください。

お願い

リサイクルにご協力ください

●ご使用済みの商品の廃棄の際は、リサイクルにご協力ください。リサイクルに関しては、当社お客様相談窓口へ
　お問い合わせください。

本体内蔵のリチウムイオンポリマー二次電池は
貴重な資源です

● 業務用に使わない、窓掃除以外に使わない

本製品は家庭用です

本体の破損や故障を防ぐために

● 本体付属のマイクロファイバー布以外は使用しない

● 急な停電や予期せぬ動作エラー時の対応のために、
　 必ず安全ロープをカーテンレールなどに固定して、
　 床面に接触しない長さに調節して使用する

リチウムイオンポリマー二次電池は
リサイクルへ

Li-ion

●厚さ 3mm 未満の薄い窓ガラス
●油分の塗布された窓
●氷や結露など水分のある場所
●遮光フィルムが貼ってある窓
●ひび割れ、破損のある窓
●窓枠のない窓
●高温・多湿の場所（周囲温度 40℃以上）

● 本製品は室内専用です
　 次のような条件（状態）では使えません

● 安全ロープを固定する場所がない場合は本体から
　 目を離さないで使用する

● 本製品の運転音あるいはアラーム音が聞こえる範囲
　 に在宅して使用する

セキュリティシステムの誤作動を防ぐために

●ご家庭のセキュリティシステムが稼働している時間帯に使わ
　ないでください。

● 不在時など、ご家庭のセキュリティシステムが稼働
　 しているときは使わない

窓ガラスへの傷付きを防ぐために

床・たたみ・家具などへの傷付きを防ぐために

● マイクロファイバー布は乾いたきれいなものを使用
　 する

お客様の不注意もしくは正しく操作せずに本体及び洗浄対象物、床面や家財に損傷・破損が生じた場合や

けがを負った場合、当社では一切の責任を負いません。

●誤動作することがあります。

● 赤外線センサーにシールやテープを貼らない



各部のなまえ
本体

底面図

上面図

付属品

HOBOT
AI-Technology

Hobot-168

charge

battery

L ED ランプ部拡大図

HOBOT
AI-Technology

Hobot-168

charge

battery

準備する
UPS（停電時電源）のバッテリーを充電する

※ 本体の電源が入った状態では充電できません。
本体の電源を切る❶

図の要領でマイクロファイバーリングにマイクロファイバー布を
かぶせるように取り付ける　

マイクロファイバー布を取り付ける
※ 必ず本体の電源が切ってあることを確認してください。
※ マイクロファイバー布は乾いた清潔な状態でご使用ください。

本製品は急な落雷などによる停電時に、製品の落下を一時的に防止する UPS（停電時電源）装置を内蔵しており
ます。UPS（停電時電源）装置用のバッテリーが満充電でない場合、運転ランプ（青）が点滅・充電ランプ（オレンジ）
が点灯し、ご使用になれません。
※ 初めてご使用になる場合や長期間充電がされていない場合は、UPS（停電時電源）のバッテリーが放電してい
　 る可能性があります。下記の要領で充電してください。
※ 動作中にバッテリー残量がなくなると運転ランプ ( 青 ) が点滅し、充電ランプ（オレンジ）が点灯します。
　 下記の要領で充電してください。
※ 最長約 8 時間で充電完了となります。

※ 電源が入ったまま保管すると、バッテリーの放電が進行します。長期間使用しない場合は、本体の電源を切り、　  
　 ACアダプターの AC電源プラグ・ACアダプタープラグを抜いて保管してください。

重 要

❶

・充電中は、充電ランプ（オレンジ）が点灯します。
・充電が完了すると、バッテリーランプ（緑）が点灯します。

本体の ACアダプタープラグ用ジャックに ACアダプタープラグ
を差し込み、AC電源プラグをコンセントに差し込む

❷

HOBOTAI-Technology

Hobot-168

charge
battery

HOBOT
AI-Technology

battery

スイッチ部拡大図

ACアダプター
プラグ用ジャック

ACアダプター
プラグ

ACアダプタープラグ用
ジャック

ON

OFF

スイッチ部拡大図

リモコン

ACアダプターコード
（約1ｍ）

安全フック

ACアダプタープラグ

マイクロファイバーリング×4

マイクロファイバー布×12

延長ジャック ACアダプタープラグ
（延長コード用）

ACアダプター

安全ロープ（約4m）

アラームスピーカー

吸着モーター

モーター吹出口

運転ランプ（青）

ACアダプタープラグ用
ジャック

電源スイッチ

リモコン受信部

AC電源コード
（約1ｍ）

AC電源プラグ

赤外線ランプ

車輪

車輪

延長コード
（約4ｍ）

エラーランプ（赤）

充電ランプ
（オレンジ）

バッテリーランプ
（緑）



準備する （つづき）

思わぬトラブルを防ぎ、スムーズにお掃除するために、下記の点にご注意ください。

お掃除をはじめる
お掃除の前に

■トラブルを防ぐために

・ 傷付きやすい家具や置物など ・ 壊れたりしやすい花瓶やガラス製品、鏡など
次のようなものはあらかじめ、お掃除される窓の周囲から移動させてください。

犬や猫などのペットはケージ・サークルに入れるか別の部屋に移してください。

お掃除中は、本製品の運転音あるいはアラーム音が聞こえる範囲にご在宅ください。

特にお子様から目を離さないようにしてください。

■スムーズなお掃除のために

・ 窓ガラス上に張り付けてあるシール、ステッカー、吸盤など
・ 遮光フィルムが貼ってある窓ではご使用になれません。
・ 本製品がカーテンやブラインドにからまないよう、ご使用前にカーテンやブラインドを開けるか取りはずしてください。

本体の移動を妨げるものは、あらかじめお掃除をする窓ガラス面から取りはずしてください。

・ 他電気機器などの電源コードなど
本製品のACアダプターや電源コード類にからまるおそれのあるものはあらかじめ片付けてください。

P4の「お願い」をよくお読みください。

マイクロファイバー布をかぶせたマイクロファイバーリ
ングを本体底面の両方の車輪部へ取り付ける

❷

マイクロファイバーリングのツメと車輪のカギ穴をあわせてカチッというまで
奥に差し込んでください（6か所あります）。

※ マイクロファイバーリングが本体にきちんと取り付けられていないと正常
　 に運転できません。

本体

マイクロファイバーリング

●UPS 装置
■安全設計について

■自己診断機能のLED及び本体お知らせ機能について

●自己診断機能
本体電源スイッチを入れると、UPS（停電時電源）のバッテリー・吸着モーター・赤外線センサー・本体ハードウェアに異常
がないか自己診断します。窓の表面の状態が安全に動作するのに適していない場合、アラーム音が鳴り、運転を停止します。

落雷などによる急な停電や本体への電力供給が断たれた場合に、落下を一時的に防止するためのUPS（停電時電源）装
置が内蔵されています。満充電時に約20分間バッテリーの力で窓に吸着し続けます。UPS装置作動中はエラーランプ
（赤）が点滅しアラーム音が鳴ります。

本体電源スイッチを入れるとUPS（停電時電源）装置用のバッテリーが充電されているかオート判断します。
満充電でない場合、運転ランプ（青）が点滅・充電ランプ（オレンジ）が点灯し、ご使用になれません。

■お掃除する際の注意事項について
次のような条件（状態）では使えません
・ 厚さ3mm未満の薄い窓ガラス   ・ 油分の塗布された窓
・ 遮光フィルムの貼ってある窓   ・ ひび割れ、破損のある窓
・ 窓枠のない窓   ・ 氷が張っていたり、雨や結露等の水分の見られる窓
・ 高温・多湿の場所（周囲温度40℃以上）
※ 安全ロープを必ずカーテンレール等に固定してご使用ください。
　（固定する箇所がない窓にご使用になる際は本体から目を離さないでください。）
次のような場所は、お掃除ができません
・ 窓の隅の本体マイクロファイバー布が届かない場所

本体電源「入」の時

通常使用時（正常時）

電源供給がない時

バッテリー充電不足時

動作エラー

製品ハードウェア故障時

充電中
充電完了

本体電源「切」の時

エラーランプ
（赤）

-

点滅

-

一回点滅

点滅

-
-

-
-

-
-

-
-

-
点灯

点灯
-

運転ランプ
（青）

点灯

点灯

点滅

点灯

点滅

充電ランプ
（オレンジ）

点灯

-

点灯

-

-

充電ランプ
（緑）

-

-

-

-

-

アラーム

-

ＯＮ

-

ＯＮ

-

吸着モーター

ＯＮ

ON

-

ON

-

エラーランプ
（赤）

運転ランプ
（青）

充電ランプ
（オレンジ）

充電ランプ
（緑） アラーム 吸着モーター

→ACアダプタープラグと本体をつなぐ
AC電源プラグをコンセントにつなぐ

→ご使用条件を確認する（P8）
→故障かな？と思ったときは（P12）へ

→お買い上げ販売店にまずご連絡くだ
さい

→バッテリーを充電する（P6）



使いかた
■本体の使用方法について

本体の ACアダプタープラグ用ジャックに ACアダプタープラグを差し込む

※ 思わぬ落下による衝撃を与えないために、ご使用前に安全
　 ロープを必ずカーテンレール等に固定して、ロープの長さを
　 本体が床面から 1cm 程度浮く長さに調節してご使用ください。
※ 安全ロープやフックに破損がないか、取り付けの際にご確認
　 ください。

❶

安全フック部取り付け拡大図

カーテンレール

カーテンレール

安全ロープ

安全フック

床面

1cm

安全フック

HOBOTAI-Technology

Hobot-168

charge
battery

HOBOT
AI-Technology

Hobot-168

charge

battery

スイッチ部拡大図

ACアダプター
プラグ用ジャック

ACアダプター
プラグ

ACアダプタープラグ用
ジャック

安全ロープ

本体

使いかた （つづき）

お掃除が終了したら、ACアダプターの AC電源プラグをコンセントから抜く❼

本体の電源を入れる
電源スイッチを「入」にし、吸着モーターが作動することをご確認ください。
ご使用の前にＵＰＳ（停電時電源）のバッテリーが充電されていることを
ご確認ください。（P6参照）

❸

リモコンでお掃除コースを選択する
リモコンの操作方法の詳細は次ページ（P11）を参照ください。

❺

電源を切る
電源スイッチを「切」にすると、本体の吸着モーターが停止します。

※ 本体が手の届かない高さで停止している場合は安全ロープをつかんで、リモコン操作で本体を手の届く位置まで移動 
　 させてください。
※ 本体が動作中に電源スイッチを切る際も、本体を手の届く位置まで移動させた上で、リモコンで本体を一時停止させ
　 て、片手で本体を押さえてから電源を切ってください。
※ 自動コースを選択すると、窓枠の最下部まで自動で掃除した後に自動で停止しますが、電源は「入」のまま窓に吸着し
　 ていますので、本体電源スイッチを「切」にしてください。

❻

必ず本体を手で押さえてから、本体電源を切ってください。

ON

OFF

ON

OFF

ACアダプターの AC電源プラグをコンセントに差し込む❷

本体を窓ガラスに接着させる❹
※ 必ず本体の両車輪が窓ガラス面に吸着していることを確認した上で、
 　本体から手を離してください。

カーテンレール

安全ロープ

安全フック



お手入れの際は必ず電源を切り、ACアダプターのAC電源プラグをコンセントから抜いてください。

・乾いたやわらかい布などで本体の汚れをふき取ってください。
・汚れがひどい場合は中性洗剤を水で薄めたものをやわらかい布などに含ませてふいてください。
※ シンナー・ベンジン・研磨剤を含むスプレーなどはご使用にならないでください。
※ 本体内部に水が入らないようご注意ください。

綿棒などで、センサー部のホコリや汚れをふき取ってください。

汚れがひどい場合は、新しいものをご使用になるか、お洗濯をしてください（Ｐ3参照）。
初めて洗濯する際、色落ちする可能性がありますので、他のものとの丸洗いは避けてください。

使いかた （つづき）

性能を維持するために、
必ず定期的にお手入れをしてください。

■走行方法について
付属のリモコン操作で以下の動作を指示してお掃除をします。
※ 初めてご使用になる際は、リモコン裏側の絶縁テープを引き抜いてください。

※ 手動コースボタンを一回押すと、指示した方向の窓枠を検知するまでお掃除をして、停止します。

自動コース①上→下

自動コース②左→下

自動コース③右→下

　

使用できません

　

一時停止

手動コース（上に動かす場合）

手動コース（下に動かす場合）

手動コース（右に動かす場合）

手動コース（左に動かす場合）

停止

使用できません

本体を設置した位置から上の窓枠ま
で上り、下降しながら窓枠の下まで
お掃除するコースです。（窓枠の最下
部まで掃除をした後、自動停止します）

自動コース①上→下

窓枠 窓枠 窓枠 窓枠 窓枠 窓枠

本体を設置した位置から左に進み、下
降しながら窓枠の下までお掃除する
コースです。（窓枠の最下部まで掃除
をした後、自動停止します）

自動コース②左→下
本体を設置した位置から右に進み、下
降しながら窓枠の下までお掃除する
コースです。（窓枠の最下部まで掃除
をした後、自動停止します）

自動コース③右→下

赤外線センサーのお手入れ

マイクロファイバー布のお手入れ

本体のお手入れ

お手入れをする

ご使用中に異常が生じたときは、本体の電源を1度切った後、再度電源を入れて動作を確認してください。
それでも症状が直らないときは、次の点をお調べください。

故障かな？と思ったときは

こんなときは 考えられる原因と処置 参照ページ

○窓ガラスと本体の摩擦力の影響で、「自動コース①上→下」モードが機能しな      
　い可能性があります。

▼ストップボタンを押して「自動コース②右→下」もしくは「自動コース③左→下」
　ボタンを選択してご使用ください。

「自動コース①上→下」
モードで運転しない

窓全体を掃除し終わる
前に途中で停止する

○マイクロファイバー布が汚れています。

▼新しいきれいなマイクロファイバー布に取り換えてお掃除をおこなってください。
本体走行跡（円状の跡）
がガラスにつく

○AC電源プラグがコンセントにつながっていますか？

▼AC電源プラグをコンセントにつなぎACアダプタープラグを本体のアダプター
　プラグ用ジャックに接続してください。
○窓枠の形状によって、本体のガラス面への吸着が正常に出来ない可能性があ
　ります。

▼本体が正常に稼働する部分にのみ使用してください。

エラーランプ（赤）が
点滅する

▼水分や油分がガラス面に見られる窓には使用できません。

▼遮光フィルムやシール等が貼られた窓には使用できません。

○マイクロファイバー布が汚れていませんか？

▼新しいきれいなマイクロファイバー布に取り換えてお掃除をおこなってください。
本体が窓表面から滑る、
上昇しない、など
スムーズに運転しない

○製品のハードウエア故障です。

▼当社お客様相談窓口までご連絡ください。
運転ランプ（青）とエラー
ランプ（赤）が点滅し、
本体が動かない

○左右のマイクロファイバー布の汚れ具合により摩擦力に違いが出るため、平行
　に走行しない場合もあります。

▼故障ではありません。

Ｐ11

Ｐ2.4.7.8

Ｐ6

-

Ｐ6

Ｐ8

Ｐ9.10



型 番
本 体 サ イ ズ
本 体 重 量

定格電圧(ACアダプター)

バ ッ テ リ ー

充 電 時 間
運 転 騒 音
掃 除 速 度
消 費 電 力
本 体 材 質
原 産 地

HOBOT-168
（約）幅30×奥行15×高さ12cm
約930ｇ
INPUT:100V～240V 50/60Hz  
OUTPUT:24V　　   3.75A
リチウムイオンポリマー二次電池

仕様
約8時間
約70dB
約4分/1㎡
100W
ABS樹脂
台湾

必ずお読みください保証とアフターサービス
■保証について ■アフターサービスについて

HOBOT-168

本製品の

本

アフターサービスご利用の際に商品梱包箱が必要
となる場合がございますので、開封後の商品梱
包箱は廃棄せず、保管されることをおすすめし
ます。 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、まずはお買い上げ販売店にお申し付けください。

■お客様相談窓口

お客様が加入されている電話（NTT以外の一般回線、PHS、およびIP電話など）
によっては、ご利用できない場合がございます。その場合は、下記電話番号へ
お掛けください。

※

消耗品販売のご案内
次の部品は消耗品です。破損・摩耗したときは新しい部品に交換してください。（有料）
●新しい部品をお買い求めのときは、当社のホームページまたは以下のお客様相談窓口までお問い合わせください。

バッテリー

マイクロファイバー布
マイクロファイバーリング
ACアダプター（AC電源コード付）
延長コード（4ｍ）
リモコン
安全ロープ（安全フック付）

充電してもご使用になれないとき（約500時間使用可能）
※お客様によるバッテリーの交換はできません。

破損・摩耗したとき
破損したとき
破損したとき
破損したとき
破損したとき
破損したとき


