
取 扱 説 明 書  保証書添付 

商品名：JOYEUX  SIMPLE  CLEAN  AUTO TOYROBO 

型  番：JOY-SMCL 

この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。 

 

●本機の性能を十分に発揮させると共に、長期間支障なくお使い頂くために、ご使用前にお読み  

    ください。お読みになった後は、保証書付ですので大切に保管し、必要に応じてご利用ください。 

   保証書に、「お買い上げ日、販売店名」などの 記入があるかを必ずお確かめください。 

 

※本書で使用しているイラストは実物と多少異なる場合がございます。 

ver.① 16.11 
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■安全上のご注意  【必ずお読みください】 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 

が想定される内容を示しています。 
 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される 

内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 

絵表示の例 

注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。 

禁止の行為であることを告げるものです。 

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 

電源コードはコンセントの奥まで 

差し込むこと。 
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ほこりが付着したり、不十分な差し込み 

は、発熱し発火の原因になります。 

確実に 

差し込む 

交流１００V専用コンセントを 

使用すること。 

交流１００V以外では、火災・感電の 

原因になります。 

１００V専用 

コンセントで 

電源コードやプラグが傷んだり、 

コンセントの差し込みが緩い 

時は使用しないこと。 

感電・ショート・発火の原因になります。 

禁止 

 

電源コードを傷つけないこと。 

踏みつけたり、加工したりすると電源 

コードが破損し、漏電や感電、発火の 

原因になります。 

禁止 

 

  この製品は日本国内専用です 

    ので、日本国外では使用で 

  きません。また、国外アフター 

  サポートもできません。 

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

お読みになったあとはいつでも見られる所に必ず保管してください。 
 

絵表示について 

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、事故を防ぐための重要な注意事項と製品 

の取扱い方を絵表示しています。内容をよくご理解頂きましてお読みください。 

安全上のご注意 

身体的・知的にハンディキャップ 
のある方、及びお子様は必ず 
経験者・保護者など責任の持て
る方の目が届く範囲で適切な 
指導の下、正しく安全にご使用 
ください。 

子供だけで使わせないこと。 

幼児が近くにいる場合は 

ご注意ください。 

 やけど・感電・けがをする恐れが 

あります。 
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電源コードを束ねたままのご 

使用や、足で踏んだり、タコ足 

配線をしないでください。 

 火災・発熱の原因になります。 

禁止 

 

消耗品の交換以外は分解し 

たり修理・改造は絶対にしない 

でください。 

発火したり、異常動作して、けがを 

することがあります。 

分解禁止 

 

本体を水につけたり、水をかけ
ての丸洗いは絶対にしないで 

ください。 
・感電、火災、故障の原因になります。 

お手入れをする時は、電源 

プラグを必ず抜くこと。 

濡れた手で抜き差ししない。 

感電することがあります。 
プラグを抜く 

本体の穴や隙間にピンや針金 

等の金属物や異物を入れない 

でください。 

感電や故障の原因になります。 

禁止 

 

安全上のご注意 

電源プラグの抜き差しは、必ず 

電源プラグを持って行うこと。 

電源コードを引っ張ると、感電や 

ショートして発火することがあります。 

プラグを 

持って抜く 

薬品などの周囲または倒れ 

やすいもの、壊れやすい物の 

近くでは使用しないでください。 

破損する恐れがあります。 

禁止 

 

水のかかりやすいところや、 

湿気の多いところで使用・保管 

をしないでください。 禁止 

 

水やベンジン、シンナー、 

アルコールなどの揮発性物質 

および刃物、画鋲、火種、灰、 

トナー粉等の引火性のあるもの 

の近くで使用しないでください。 

禁止 

 

本体に乗ったり移動および 

使用中に落下させたりなど、 

強い衝撃をあたえないで 

ください。身体の傷害および 

製品が破損する可能性があり 

ます。破損時は、販売店または 

当社にお問い合わせください。 

禁止 

 

・屋外では使用しないでください。 

・運転中は本体を持ち上げない 

 でください。 

・本体を押さえつけたり、無理 

 やり車輪を止めないでください。 

・ドライヤー、アイロン、乾燥機 

 などを使って、モップを乾燥 

 させないでください。 

・濡れているモップを使用しない 

 でください。 

・濡れた場所やワックスがけした 

 床、絨毯や毛足の長い敷物、 

 大理石などの上では使用し 

 ないでください。 

 

禁止 

 

掃除以外の目的で使用しない 

でください。 

 

禁止 

 

故障の原因になります。 

注意 
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充電するときは、次のことを守ってください。 

・付属のACアダプター以外は使用しないでください。 

・充電の際に所定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してく 

 ださい。 

・湿度が高い場所で充電はしないでください。 

安全上のご注意 

バッテリーを取り外して単体で充電しないください。 

・バッテリーの液漏れ、発熱、発火の原因になります。 

バッテリーを本製品以外に接続しないでください。 

・バッテリーの液漏れ、発熱、発火の原因になります。 

落下の恐れがある場所では使用しないでください。 

・けがや故障の原因になります。 

使用中、本体の調子が悪かったり、異常音、異常振動がしたときは、直ちに電源を切って 

使用を中止し、点検・修理を依頼してください。 

・そのまま使用していると、事故の原因になります。 

・破損や亀裂、変形があると事故の原因になります。 



■同梱品一覧 
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本体をご使用頂く前に、以下の内容物が全て揃っていることをご確認ください。 

※イラストは実物と異なる場合があります。 

 

本体 取り扱説明書 ACアダプター 

モップ×2 ブラシ×2 



各部の名称 
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イラストは実物を異なる場合があります。 

上カバー 

電源ボタン 

本体正面 

本体底部 
車輪 

ブラシ取り付け部 

吸い込み口 

左車輪 

 

右車輪 

 

ブラシ取り付け部 

マジックテープ 

モップ取り付け部 

カバー開閉部 



充電する 
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1、付属品のACアダプターを電源入力端子に差し込みます。 
2、ACアダプターをコンセントに差し込み、充電を開始します。 
  電源ランプが赤く点滅します。 
 
 
   
 

3、充電が完了すると、電源ランプが赤く点灯します。 
  ACアダプターを本体から抜いてください。 
  （充電目安時間：約５時間） 
 
※初めて充電する際は、８時間以上充電してください。 
※充電完了後はACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。 

充電時のご注意 

●充電場所の周囲に燃えやすい物がないことを確認してください。 

●漏れた手で作業をしないでください。感電の恐れがあります。 

●本体を充電している状態で使用しないでください。事故、故障の原因になります。 

■バッテリーについて 
●出荷時の状態では十分に充電はされていません。ご使用前に正しく充電してから使用 
  してください。 
●使用直後のバッテリーは充電できない場合があります。３０分以上冷ましてから再度充電 
    してください。 
●充電中、本体やACアダプターは熱くなりますが、故障ではありません。 
●フル充電をしても、通常の半分以下の時間しか運転できなくなった場合は、そのバッテリー 
    の寿命ですので使用しないでください。バッテリーの寿命は、使用頻度・使用方法によって 
    異なります。 
●充電後、約６ヶ月以上放置したバッテリーは自然放電により蓄電能力が低下します。 
    蓄電能力維持のため、６ヶ月に１度は充電を行ってください。 
●長時間（３ヶ月以上）バッテリーを保管する時は、フル充電して保管してください。 
  長時間電池残量が少ない状態で保管すると、使用する際に充電できなくなる恐れが 
    あります。 
 

ACアダプター（付属品） 

家庭用コンセント 



お掃除前の準備 
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■ブラシの取り付け 
1、本体を裏返しにします。 
2、ブラシをブラシ取り付け部に差し込んで取り付けてください。 
 
   
 

ブラシ取り付け部 取り付け方 取外す方 

■モップの取り付け 
1、本体を裏返しにします。 
2、モップの着脱面をマジックテープ 
  に取り付けてください。 
 
※注意 
・乾いたモップを使用してください。 
・床面の液体や湿ったゴミなどは、 
  あらかじめ片付けてください。 
 
 
 
 
 
●モップ板の外す方： 
下図のようにモップ板を持ち上げると、モップ板を外すことができます。 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

マジックテープ 

モップ 



お掃除前の準備 
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■お掃除の障害になるものは、あらかじめ片付けてから使用してください。 
  障害物に当たると自動的に進路を変更します。 
 
 
 
●次の場所では、片付けてから使用してください。 
・壊れやすいもの、倒れやすいもの、コード類や毛足の長い敷物 
  などのひっかかる恐れあるもののそば 
・ガラス、ピン、針金や刃物類などの鋭利なもののそば 
・薬品や引火性のもののそば 
 （殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナーなど） 
・液体や湿ったごみ、多量の砂や粉末などのそば 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

※注意 

●階段上や段差のある場所、落下の恐れのある場所では使用しないでください。 

●濡れた場所やワックスがかけした床、大理石などの上では使用しないでください。 

●絨毯や毛足の長い敷物の上では使用しないでください。 

●階段上や段差のある 

 場所をお掃除する 

 場合は、本体と 

 当たっても動か 

 ないものを置いて、 

 落下を防止して 

 ください。 

●本体が狭い場所 

    などに入り込む 

    おそれがあるため 

    注意してください。 

進入防止 落下防止 

・壊れやすいもの 

・鋭利なもの ・引火性のもの 
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ご使用方法 

■お掃除をする 

※注意 

●お掃除をするときは、必ずモップを取り付けてください。 

●運転中は本体を持ち上げないでください。 

1、本体を床に置きます。 

 

2、電源ボタンを押すと青いランプ点灯し、お掃除を開始します。 

3、運転中、電源ボタンを再度押すと、運転は停止します。 

  バッテリー容量がなくなると自動的に運転を停止します。 

    ※バッテリーを充電する場合は、7ページを参照してください。 

電源ボタン 
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ご使用方法 

■ゴミを捨てる 

1、上カバーの開閉部を持ち上げ、上カバーを開きます。 2、ゴミ箱を取り出します。 

3、ゴミ箱カバーを開きます。 
4、ゴミフィルターを取り外します。 

5、ゴミを捨てます。 

  ゴミフィルターを戻し、 

  ゴミ箱を本体に確実 

  に取り付けてください。 

※注意 

●必ず運転を停止した状態でゴミを捨てて下さい。 

●衛生面から、お掃除の度にゴミを捨てることをお勧めします。 
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お手入れと保管方法 

※注意 

●お手入れの前には、必ず運転を停止してください。感電やケガの原因になります。 

●本体に水をかけないでください。感電・ケガ・故障の原因になります。 

■本体外側 

柔らかい布で乾拭きしてお手入れしてください。 

汚れが落ちにくい時は、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかい布で汚れを拭いた後、 

洗剤が残らないように固くしぼった柔らかい布で拭き取ってください。 

仕上げに柔らかい布で乾拭きしてください。 

 

■モップ 

モップが汚れたら、軽くホコリを落としたり、市販のブラシなどでゴミを取り除いてください。 

※強い力で、生地の表面などを傷めないように注意してください。 

汚れがひどい時は、水洗いをしてください。 

 

水洗いをする場合 

 

1、本体からモップを取り外します。 

2、汚れがひどい時は、中性洗剤を入れたぬるま湯などで軽くもみ洗いをし、汚れを落とします。 

  ※生地を強くこすり合わせないでください。 

3、水道水ですすぎ洗いします。 

4、モップを乾かしてから本体に取り付けて使用してください。 

 

※注意 

・ドライヤー、アイロン、乾燥機などを使って、モップを乾燥させないでください。 

・濡れているモップを使用しないでください。故障の原因になります。 
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お手入れと保管方法 

※注意 

●お手入れの前には、必ず運転を停止してください。感電やケガの原因になります。 

●本体に水をかけないでください。感電・ケガ・故障の原因になります。 

■本体裏側 

・車輪やマジックテープにからんだゴミを取り除いてください。 

 

 

■保管方法 

お手入れの後、各部の水分をよく拭き取り、陰干しして乾燥させてください。 

湿ったまま保管すると、カビやにおいの発生や故障の原因となります。 

お買い上げ時の箱に入れるか、ポリ袋などで包み、湿気の少ないところに保管してください。 

■ゴミ箱 

 

 

水又は薄めた中性洗剤で洗い、十分に乾かしてください。 

フィルターは市販のブラシなどでゴミを取り除いてください。 

ゴミ箱 

フィルター 



故障かな？と思った時は、下記の項目をもう一度チェックしてください。 

それでも正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店にご相談いただくか、 

弊社サポートセンターにご連絡ください。 

（各項目の詳細は、この説明書の対応する項目をお読みください） 

症状 考えられる原因・確認事項 

電源ボタンを押しても 

動作しない 

●充電されていません。 

  フル充電にしてください。 

運転が止まる 

動きが鈍い 

●充電されていません。 

  フル充電にしてください。 

●車輪に異物が絡んでいないか確認してください。 

  車輪のゴミを取り除いてください。 

●使用に適さない床面（液体やワックス）で使用している。 

  使用に適した床面で使用してください。 

●モップがひどく汚れていたり、濡れていないか確認して 

  ください。 

  モップを洗い、十分乾かしてから使用してください。 
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故障かな？と思ったら 



製品仕様 

商品名 JOYEUX  SIMPLE CLEAN  AUTO  TOYROBO 

型番 JOY-SMCL 

運転音  ≤55dB 

集じん容積 350mL    

定格電源 
入力：AC100V  50Hz/60Hｚ 

出力：DC9V 500mA 

定格消費電力 7W 

バッテリー 7.4V 1800ｍA 

充電時間 約5時間 

連続使用時間 約60分 

サイズ 約横26×奥行24×高さ7.5cm 

重量 約1.8kg 

付属品 本体、取扱説明書、ACアダプター、モップ×2、ブラシ×2 

※仕様は製品の改善・品質向上のため予告無く変更される場合があります。 
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※各種案内に使用している製品の写真はあくまでもイメージであり、実際の製品と多少  

  異なる場合がございます。 

※幼児およびお子様は使用しないでください。 



保証条件の内容 

●下記の事項 
 
１、誤った使用、不当な修理、改造、分解で生じた故障または損傷。 
 
２、お買い上げ後の落下、故意による破損、輸送等で生じた故障または損傷。 
 
３、火災、天災地変、塩害、異常電圧、指定外電圧使用、等での生じた故障、損傷。 
 
４、本書の提示がない場合。 
 
５、本書にお買い上げ日、お客様名、販売名の記入がない場合。 
 
６、一般家庭用以外（業務用、または異常な連続使用）にご使用の場合による損傷、故障。 
 
７、使用時に起きる傷、色あせ、汚れ、または保管の不備で起きた損傷。 
 
８、付属品と消耗品（バッテリー）の交換 
 
 
 
●本書（保証書）は日本国内において有効です。 
 
 
※保証期間中でも保証書のご提示が無い場合、有償修理となる場合があります。 
※弊社出張修理サービス等は行っておりません。修理・点検ご希望の際はカスタマー 
  サポートへご相談ください。 
 
 
 
 
 

保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。ご確認ください。 

保証期間は、お買い上げの日から１年間（本体）です。※付属品は除きます。 
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製品保証書 

お買上日   年    月    日 保証期間 
1年間 

(本体のみ） 

お客様 

ご住所 

              

                   TEL： 

お客様 

お名前 

 

 

販売店名・ 

住所・ 

電話番号 

 

 印 

様 

お買い上げいただきまして誠に有難うございます。この保証書はお客様の通常のご使用 

により万一故障した場合には、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。 

●この保証書をお受取になる時に販売年月日、販売店、取扱者印が記入してあることを 

  ご確認ください。 

●本保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管ください。 

製品保証書 

【商品名】   JOYEUX  SIMPLE CLEAN  AUTO  TOYROBO 
【型  番】    JOY-SMCL 

カスタマーセンター 
03-5422-8264           
【受付時間】平日（土日、祝日、社内規定休業日を除く）                         
AM10:00～12:00 PM14:00～17:00 
 

販売元：株式会社ジョワイユ 
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