
取扱説明書

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

型番：3R-CVC02

ZoU ゾウ SANPO ロボット掃除機



各部名称

①
②
③

③④
④

①フロントバンパー
②自動モード開始/停止ボタン
③主電源
④充電プラグ差込口

⑤落下防止センサー
⑥電極
⑦スピーカー
⑧回転ホイール
⑨サイドブラシ

⑩バッテリー収納部
⑪タイヤ
⑫メインブラシ
⑬ブロワー

⑤

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
⑩
⑪

⑫
⑬

⑤

⑤



⑭プレフィルター
⑮フィルター
⑯取り外しボタン
⑰ダストボックス

⑱取り外しボタン
⑲水タンク
⑳注水口
㉑床拭き布

⑭

⑮

⑯
⑰

⑱

⑲
⑳

㉑



㉒

㉓

㉔

㉕

㉒充電ドック
㉓充電プラグ差込口
㉔充電接点

㉕ACアダプタ



電源ボタン

ディスプレイ

充電ドックボタン

時刻設定ボタン
個室モードボタン
エッジモードボタン

マニュアル操作/
時刻調整ボタン

ジグザグモードボタン

決定/開始/停止ボタン

吸引力変更ボタン
床拭きモードボタン
予約設定ボタン

リモコンのディスプレイ表記

吸引力強

吸引力弱

ジグザグモード

充電ドッグモード 床拭きモード

エッジモード

個室モード

時刻設定

予約設定



付属品

ロボット掃除機本体×1
ACアダプタ×1
充電ドック×1
床拭き布×2
サイドブラシL×2
サイドブラシR×2
ダストボックス×1
水タンク×1
リモコン×1
単4電池×2
お手入れ用ブラシ×1
フィルター×2　(1個は内蔵)
プレフィルター×1（内蔵）

付属品が全て揃っていることを確認してください。
万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡く
ださい。
すべての緩衝材を取り外した上で使用してください。
工場出荷時はサイドブラシが取り外されています。
サイドブラシを下記の手順で取り付けた上で運転を開始してください。
・サイドブラシの根元を、取り付け箇所の奥まで差し込んでください。
※サイドブラシにはLRの記載がありますが、いずれも同じものです。

はじめにご確認ください



・床に置いてある壊れやすい物やコード、衣服、紙、ケーブルなど接触し
て事故を招く恐れのあるもの、ストーブなどの暖房器具はすべて片付
け、カーテンは床に接触しないようにしてください。
・本製品をカーペット上で使用するとメインブラシ部分が破損する恐れ
があります。カーペット上での使用はおやめください。
・ダストボックスまたは水タンクが正しく取り付けられていることを確認
してください。
・水が溜まっているような場所では本製品は使用しないでください。
・たばこの吸い殻やライター、マッチ、火のついたろうそくなど、火事の原
因となるものを吸い込まないように注意してください。
・本製品は落下防止センサーを搭載していますが、10cm以下の段差や
ガラス上を清掃する場合、正常にセンサーが働かない場合があります。
・テーブルや椅子の上などの落下しやすい場所には本製品を置かないで
ください。
・髪の毛や衣服、指などでメインブラシやサイドブラシに触れないように
してください。
・乳幼児やペットがいる部屋では使用しないでください。
・本製品は屋内専用です。
・傷みやすい家具、家電、敷物、床材、または傷んでいる部分では使用し
ないでください。
・本体を持ち運ぶ場合は必ず電源をオフにして運んでください。
・予約設定で動作させる際など、本機の状況を確認、監視できない状況
では、事前に安全を確認してください。
・吸気口、排気口をふさがないでください。

ご使用前に



充電する

①充電ドックを使用しない方法
　・本体の充電プラグ差込口にACアダプタの充電プラグを直接差し込ん
でください。
　・充電が開始されると「充電を開始します」と音声案内があり、自動
モード開始/停止ボタンのLEDが点滅します。
　・充電が完了すると自動モード開始/停止ボタンのLEDが消灯します。
　・充電は約5時間で完了します。

②充電ドックを使用する方法
　・ACアダプタをコンセントに差し込みます。
　・ACアダプタの充電プラグを充電ドックの充電プラグ差込口に差し込
みます。
　・充電ドックを壁際の水平なところに置いてください。
(充電ドックの左右1m、前方2mに物を置かないでください)
　・リモコンの充電ドックボタンを押してください。
　・自動で充電ドックに戻り、充電が開始されます。
　・充電が開始されると「充電を開始します」と音声案内があり、自動
モード開始/停止ボタンのLEDが点滅します。
　・充電が完了すると自動モード開始/停止ボタンのLEDが点灯します。
　・充電は約5時間で完了します。



※鏡など反射するものを充電ドック付近に置かないでください。
※リモコン操作で充電ドックを使用する場合、本体の主電源が入っている
ことを確認してください。
※自動で運転している場合、バッテリーが少なくなると自動的に充電ドッ
クに戻り、充電を開始します。
※本体が自動で充電ドックに戻るためには、充電ドックとACアダプタが
接続され、ACアダプタがコンセントにつながっている必要があります。
※床面や物の配置の状況により、本体が自動で充電ドックに戻らない場
合もあります。
※充電ドックを使用して、リモコンを使わずに充電することもできます。
本製品を手に持ち、充電ドックの充電接点と本体の電極が触れるように
直接本体を充電ドックに置いてください。電極と充電接点の間にサイドブ
ラシが入らないように注意してください。



主電源を入れる

本体の主電源をオンにしてください。
電源がオンになると、「電源が入りました」と音声案内があり、自動モー
ド開始/停止ボタンが点灯します(スタンバイモード)

電源を入れる/切る

主電源がオンの状態で、リモコンの電源ボタンを押す、または本体の自動
モード開始/停止ボタンを長押しすると、「電源を切ります」と音声案内が
あり、電源が切れます。(主電源は切れません)
再度同じボタンを押すと、「電源が入りました」と音声案内があり、電源が
入ります。

主電源を切る

本体の主電源をオフにしてください。
※主電源がオフの状態では、リモコン操作できず、予約運転もしません。



清掃モード

いずれのモードでも運転を一時停止する場合は、リモコンの 決定/開始/
停止ボタン、または製品本体の自動モード開始/停止ボタンを押してくだ
さい。

リモコンの 決定/開始/停止ボタンを押す、または製品本体の自動モード
開始/停止ボタンを押すと、「自動モードで運転します」と音声案内があ
り、自動モードで運転します。このモードでは自動的にジグザグモードと
エッジモードを切り替えて清掃します。

■自動モード

リモコンのジグザグモードボタンを押すと、「ジ
グザグモードで運転します」と音声案内があり、
ジグザグモードで運転します。このモードではジ
グザグ走行して清掃します。

■ジグザグモード

リモコンのエッジモードボタンを押すと、「エッ
ジモードで運転します」と音声案内があり、エッ
ジモードで運転します。このモードでは壁に沿っ
て清掃します。

■エッジモード



リモコンの個室モードボタンを押すと、「個室モードで運転します」と音
声案内があり、個室モードで運転します。自動モードで清掃し、30分間
経過すると自動的に充電ドックに戻ります。

■個室モード

リモコンの床拭きモードボタンを押すと、「床拭きモードで運転します」
と音声案内があり、床拭きモードで運転します。床拭きモードで運転する
場合は、床拭き布を取り付けた水タンクを装着してください。水タンクに
水を入れた状態で水拭き、水を入れない状態で空拭きができます。
※水タンクを装着していない状態では床拭きモードは無効です。水タン
ク未装着時に床拭きモードボタンを押すと「自動モードで運転します」と
音声案内があり、自動モードになります。
※タンクに水を入れる際は注水口から水があふれないように注意してく
ださい。
※タンクに水道水以外は入れないでください。
※床拭きモード時はカーペットの上や畳の上などフローリング上以外で
使用しないでください。
※床拭きモード時はゴミの吸引は行いません。

■床拭きモード

リモコンの操作ボタンで掃除機を自由に動かして清掃することができま
す。清掃したい箇所に移動させてリモコン操作で清掃をおこなってくださ
い。

▲前進　▼後退　▶右回転　◀左回転

■マニュアルモード



リモコンの充電ドックボタンを押すと、「充電ドックに戻ります」と音声案
内があり、自動で充電ドックに戻ります。
※マニュアルモード以外で清掃しているとき、バッテリー容量が低下する
と自動的に充電ドックモードになります。

■充電ドックモード

自動モード開始/停止ボタンのLEDが点灯しているとき、スタンバイモー
ドです。主電源をオンにするとスタンバイモードになります。または運転
中に本体の自動モード開始/停止ボタン、またはリモコンの決定/開始/停
止ボタンを押すとスタンバイモードになります。

■スタンバイモード

スタンバイモード時に30分間無操作だと自動的にスリープモードになり
ます。スリープモード時は自動モード開始/停止ボタンのLEDが消灯しま
す。スリープモードを解除するには予約設定ボタン、時刻設定ボタン以外
のボタンを押してください。

■スリープモード



吸引力設定

リモコンの吸引力変更ボタンで吸引力を変更できます。
吸引力は強と弱の2段階あります。
※予約設定時の吸引力は弱で固定です。

時刻設定をする

①リモコンの時刻設定ボタンを押します。
②ディスプレイの時刻左側が点滅します。▶ボタンを押すと時刻右側が点
滅します。◀ボタンを押すと左側に戻ります。
②▲▼ボタンを操作して現在の時刻に調整してください。時刻設定を完
了するにはリモコンの決定/開始/停止ボタン、もしくは時刻設定ボタンを
押してください。



予約設定をする

※はじめに、リモコンのディスプレイに現在の時刻が表示されていること
を確認してください。現在の時刻が表示されていない場合は「時刻設定
をする」を参照の上、時刻設定をおこなってください。

①主電源がオンになっていることを確認してください。
②リモコンの予約設定ボタンを押します。
③ディスプレイの時刻が点滅しますので、▲▼ボタンで予約したい時刻
(24H表記)に設定してください。予約設定ボタンを再度押すと「予約設定
しました」と音声案内が流れ、予約が確定します。
※音声案内が流れない場合は予約設定ができていません。必ず音声案内
が流れることを確認してください。
※主電源がオフになっていると音声案内は流れません。
④指定した時刻になると、自動モードで運転を開始します。
※主電源をオフにしないでください。予約設定した時刻で動作しない原
因となります。
※予約設定時の動作は自動モード、吸引力は弱で固定です。
※設定した時刻で毎日起動します。

予約設定を解除する

①主電源がオンになっていることを確認してください。
②リモコンのディスプレイに予約設定のアイコンが表示されていることを
確認してください。
③予約設定ボタンを3秒長押ししてください。
④「予約設定を解除します」と音声案内が流れ、予約設定が解除されま
す。
※音声案内が流れない場合は予約設定解除ができていません。必ず音声
案内が流れることを確認してください。
※主電源がオフになっていると音声案内は流れません。必ず主電源をオ
ンにしてから予約設定を解除してください。



取り外し方/ 清掃方法

取り外し、清掃時には主電源をオフにしてください。
水洗い後は風通しの良い日陰で十分に乾燥させてください。

ダストボックスの取り外しボタンを下に押し(画像①)、引き抜きます。
ダストボックスのフタを開き、内部に溜まっているゴミを捨ててくださ
い。ゴミが捨てづらい場合はお手入れ用ブラシの柄の部分を使用して掻
き出してください。ゴミを捨てた後、取り外しボタンを押しながらダスト
ボックスを本体に差し込んでください。
※ダストボックスが一杯になる前にゴミ捨てをおこなってください。ダス
トボックスが一杯の状態が続くと、吸引力の低下、故障の原因になりま
す。
※ダストボックスのフタは固定されていません。ゴミを捨てる際に不意に
蓋が開き、溜まったゴミを落とさないように注意してください。
ダストボックスは水洗い可能です。

ダストボックス

①



上記手順でダストボックスを取出しま
す。左画像のようにつまみに指をかけて
フィルターのフタを開けます。フィル
ター(下画像赤枠部分を持って)を取り外
します。付属のブラシを使用してゴミな
どを取り除いてください。汚れがひどい
場合は付属品と交換してください。

※フィルターは水洗い可能ですが、長時間水で濡らさないでください。
※力を入れて掃除をしないでください。破れる恐れがあります。

フィルター



ダストボックスを開き、画像のようにプレフィルターの取っ手を持ち、取
り外します。付属のブラシを使用してゴミなどを取り除いてください。
プレフィルターは水洗い可能です。
※力を入れて掃除をしないでください。破れる恐れがあります。

プレフィルター



水タンクの取り外しボタンを押し、引き抜きます。
画像赤枠の部分にゴミが溜まります。溜まったゴミを捨ててください。

水拭き布を取り外してください。タンク内の水を排水し、新しい水を少量
入れて給水口のキャップを閉めて軽く振ってください。
※水タンクは水洗い可能ですが、端子部分が水に濡れないように注意し
てください。
※端子が濡れた場合は速やかに水気をふき取ってください。濡れた状態
で本体に接続しないでください。

水タンク



水タンクから取り外して洗ってください。
汚れがひどい場合は新しいものに取り換えてください。

水拭き布

サイドブラシに髪の毛などの異物が付着していれば取り除いてくださ
い。柔らかい布などで拭き、汚れを取り除いてください。汚れがひどい場
合、損傷している場合は下記の手順で新しいサイドブラシに交換してくだ
さい。サイドブラシの付け根を手で持ち、まっすぐ引き抜いてください。
新しいサイドブラシを奥まで差し込んでください。
※サイドブラシにはLRの記載がありますが、いずれも同じものです。

サイドブラシ

メインブラシに髪の毛などの異物が絡んでいれば取り除きます。お手入
れ用ブラシの柄の部分を使用すると取り除きやすいです。

メインブラシを完全に取り外して清掃する場合は、画像のように両手で2
か所のツメを挟むようにして持ち、上に持ち上げます。メインブラシの右
側を持ち上げると取り外せます。メインブラシは水洗いが可能です。取り
付けは逆の手順でおこなってください。

メインブラシ



定期的に本体裏面にある落下防止センサーを綿棒などで拭いてくださ
い。センサーが汚れている場合、正常に落下防止機能が働かない場合が
あります。

落下防止センサー

定期的に本体裏面の電極を乾いた柔らかい布などで拭いてください。電
極が汚れている場合、正常に充電ができない場合があります。

電極



音声案内と解決策

音声案内 解決策

メインブラシの状態を確認して
ください

メインブラシに異物が絡まって
いないか確認する

タイヤの状態を確認してくださ
い

タイヤに異物が挟まっていない
か確認する

ブロワーの状態を確認してくだ
さい

ブロワーに異物が詰まっていないか確
認する/ダストボックスが一杯になって
いないか確認する

フロントバンパーの状態を確認
してください

フロントバンパーに異物が挟まっ
ていないか確認する

本体が床から離れています
床に置いてください

本体を床に置く

バッテリーが高温になっています
しばらく運転を停止してください

しばらく運転を停止する

脱出できません 障害物のない場
所に移動させてください

本体を障害物のない場所に移動
する

バッテリー残量が低下しています
充電してください

充電する (自動で運転している場合
は、自動的に充電ドックに戻ります )

サイドブラシの状態を確認して
ください

サイドブラシに異物が絡まって
いないか確認する
サイドブラシが正常に取り付け
られているか確認する

充電器の状態を確認してくださ
い

充電ドックの充電接点と本体の電極
間に異物がないか確認する
充電接点と電極を乾いた布で拭く



製品仕様
Qurra ZoU ゾウ SANPO ロボット掃除機商品名

3R-CVC02型番

18V/1A入力電圧 /電流

約 330×330×80mmサイズ

約 2600g（本体） 
約 250g（ダストボックス）
約 300g（水タンク）

重量

吸引力強：約 3時間　 吸引力弱：約 4時間動作時間

約 5時間充電時間

4400mAh定格容量

動作周波数 50/60Hz

ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
定期的に掃除を行ってください。
バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも4ヶ月に一度充電して下さい。
次のようなものは吸わせないでください。
　液体
　湿ったもの
　鋭利なもの
　大量の粉、砂
　ひもなど
大きなごみを吸わせないでください。
ダストボックスがいっぱいのまま運転をしないでください。
ブラシやタイヤなどにゴミが詰まった場合は、詰まったゴミを取り除いてください。

使用上のご注意



安全上のご注意
ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。
各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

警告！

●本製品を分解したり改造したりしないでください。
●過度の衝撃や振動を与えないでください。
●感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでくださ
い。
●小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
●本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、
保管しないでください。
●本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
●万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした際はすぐに使用を中止してください。

注意！

●本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
●本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
●通電中のACアダプタのまわりに物をおいたり、長時間触れたりしないでください。発熱、発火、やけどの原因
になります。
●安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供含む)には、単独で使用させな
いでください。
●電源コードが破損した場合は、安全のため使用せず、製造業者、または販売店へご連絡ください。
●本来の目的以外に使用しないでください。
●その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力下さい。
このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。

ご使用済製品の破棄に関して



製品保証：ご購入日から1年間

サポートおよび企業情報

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書
やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。
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