
スマート。パワフル。WiFi接続。

全自動ロボット掃除機　ネイト



ネイト ロボティクスについて 

ネイト ロボティクスの背景にある、ロボッ

トが人と同じようにインテリジェントに家

事をこなすという考え方は、アメリカ西海

岸、シリコンバレーにあるスタンフォード大

学の起業家支援プログラムで生まれまし

た。

今日、当社のロボット掃除機は世界中の家庭をきれいにしています。
LaserSmart マッピングやナビゲーションテクノロジー、よりパワフルな吸引力
を備え、お客様のように、あるいはそれ以上にきれいに家を掃除します。

ネイト ロボティクスは、2014年に日本法人を設立しました。
当社の最新のインターネット接続対応のロボット掃除機は、LaserSmart マッピング
とナビゲーションテクノロジーで、床をきれいに掃除したいというお客様のご要望に応
えるとともに、お客様とのつながりも大切に考えています。



ネイト ロボット掃除機 

ネイトは壁や部屋の隅から
14ｍｍ以内の距離まで
近づいて掃除します。 

Dシェイプにすることで、
他社製品に比べて約1.5倍
大きなブラシを前面に
付けられ、壁や部屋の隅に
より近くことができ、また大容量のダストボックスを格納す
る容積も確保されています。

他社製ロボット掃除機

円形のロボット掃除機では
壁から吸引口までが98mm
離れており、部屋の隅となると
さらに遠くなってしまいます。 

円形ロボット掃除機ではそ 
の中心、ホイール間にブラシ 
があります。これでは十分な大 
きさのブラシを搭載するスペースがありません。ダストボッ
クスはどうでしょうか？こちらも小さいですね。

ネイトの次世代型 ロボット掃除機 

CornerClever™テクノロジーが実現した Dシェイプ

SpinFlow™パワークリーンシステム
掃除はネイトにお任せください。 

強力な吸引力と高精度のブラシを使ったスピンフローク
リーンシステムで、どんな床面もきれいに。
汎用性の高いブラシ、大容量ダストボックス、高性能フィ
ルターを備え、強力にゴミやホコリを吸い取ります。

技術はここにあります–LaserSmart マッピング & ナビゲーション 
ネイトは、あなたの生活スタイルに合わせてお掃除する知能を持っています。

アレルゲンカット高性能フィルター 
高性能フィルターと超高性能フィルターは、0.3ミクロンの小さな
粒子を吸着し、毎日掃除したばかりの部屋を保ちます。さらに、超
高性能フィルターは取り外しがより簡単で、フィルタースクリーン
付きでお手入れもしやすくなっています。

（機種によって付属するフィルターが異なりますが、どのフィルタ
ーもネイト ボットバック全機種で使用が可能です）
*アレルゲンとは、微細なハウスダストや花粉、ダニを指します。

大容量ダストボックス 

ダストボックスは、本体上部にあるので取り外しが簡単で
す。業界最大級の0.7リットルの大容量なので、他社製品に
比べて、頻繁にゴミ捨てを行う必要がありません。また、ダス
トボックス本体がゴミなどで汚れた場合、フィルターを外し
て水洗いすることもできます。

ネイトは家具、おもちゃ、階段などを見て、感知し、それらの
周囲を注意深く移動して、ゴミを逃しません。他のナビゲー
ションシステムとは異なり、光なしでも部屋をナビゲートし
ます。 4倍の速さで掃除をします。
(これは、1回の清掃でより広い場所を掃除できることを意
味します) 
さらに電源が必要な場合、自動的に充電台に戻り、充電し
掃除を完了します。

ネイト ロボット掃除機  

システムナビゲーション

多様なブラシシステム  
コンボブラシは、カーペットに付着した髪の毛など、あらゆる
種類のゴミを吸い取る万能ブラシで、ペットを飼っている家
に最適です。スパイラルブレードブラシは、叩く回数が増える
ので徹底的な掃除が可能であり、強力な吸引で念入りなお
掃除が必要な場合に装着します。

（機種によっては別売りの場合があります）

二重らせんコンボブラシ
あらゆる床面の掃除に最適な

オールラウンドタイプ

スパイラルブレード ブラシ
埃や塵を徹底的に掃除できます

360°スキャン    

特許取得のLaserSmart テクノロジーが360°部屋を
スキャン、マッピングをし、最も効率的なコースを計画
することで、ランダムナビゲーションと比べて約1/4の
短時間で部屋を掃除します。

10.9インチ/27.6cm 6.4インチ/16.3cm

高性能フィルター

超高性能フィルター

他社製ロボット掃除機  

ランダムナビゲーション



自動充電と再開を繰り返し
ながら、徹底的にお掃除



 
Botvac 

Connected

 
Botvac D5 
Connected

 
Botvac 
D8500

製品モデル比較チャート 

マルチルームクリーニング機能 ✔ ✔ ✔

ネイトアプリ/Wi–Fi接続 ✔ ✔  
DシェイプデザインとCorner Cleverテク
ノロジー ✔ ✔ ✔

SpinFlow™パワークリーン ✔ ✔ ✔

Eco/Turboモード ✔  

部屋中を徹底掃除 ✔ ✔ ✔

自動充電＆再開  ✔ ✔ ✔

オートスケジュール機能 (1) ✔ ✔ ✔

ロボット掃除機＆アクセサリー 
LCD画面 ✔  ✔

付属ブラシ（幅27.6cm） 二重らせんコンボブラシ＆
スパイラルブレードブラシ 二重らせんコンボブラシ 二重らせんコンボブラシ＆

スパイラルブレードブラシ 

サイドブラシ ✔ ✔ ✔

付属高性能フィルター
超高性能フィルター
（3個、そのうち1個

本体装着済み）
超高性能フィルター

（1個、本体装着済み）
高性能フィルター

 （3個、そのうち1個
本体装着済み）

磁気テープ（2ｍ） ✔ ✔ ✔

クリーニングツール ✔ ✔ ✔

バッテリー
大容量リチウムイオン

（充電時間：150～180
分）

大容量リチウムイオン
（充電時間：150～180

分）

ニッケル水素
（充電時間：120～180

分） 

稼働時間（充電回数1回/3回）

Turbo
90分、1回充電  
270分、3回充電 

Eco:
120 分、1回充電  
360分、3回充電

90分、1回充電  
270分、3回充電  

60分、1回充電  
180分、3回充電 

稼働面積     最大465㎡　 最大420㎡    最大280㎡ 

型番 BV-DC02 BV-D502 BV-D8500
JANコード 4589926170173 4589926170432 4589926170180

ネイトアプリ(2) 
マニュアル稼働（リモコン操作）  ✔  

Eco / Turboモード ✔

カバレッジマップ ✔

スポット掃除エリア拡大 ✔

1x/2xスポット掃除 ✔ ✔  

スケジュール設定 ✔ ✔

スマートウォッチ対応 ✔ ✔  

Find Me 機能  ✔

注意  
 

(1) スケジュールは1日1回、週7回設定可能です。
(2）Wi-Fi接続にはインターネットに接続されたWi-Fiルーター（2.4GHz）、iOS8.0以降。iPhone、iPad、およびiPad touchまたはAndroid
スマートフォンまたはタブレット、NeatoアプリとNeatoアカウント（無料）への登録が必要です。

床掃除をネイトにまかせると、空いた時間が有効的に使えます。

省エネで、効率よく直線的に



   
どんな種類の床もお掃除

あらゆる種類の床を掃除
ネイトはあらゆる種類の床に対応しており、
部屋から部屋まで自動的に移動します。 

 
 

                    大理石              フローリング  カーペット                 畳          リノリウム             タイル

磁気テープでお掃除範囲を制限 

ペットの食器の周り、お子様の遊び場など、ネイトを侵入
禁止にしたい場所に磁気テープ（付属）を置くだけで、掃
除しない場所を指定できます。磁気テープは、お好きな長
さに容易にカットでき、足りない場合はオプションでご購
入いただけます。
電源をオンオフする高価な外部機器を設置する必要がな
く、乾電池を使用しないため、エコな掃除機のコントロー
ル方法です。

ネイトは日本の住環境にもマッチします

家具の下や手の届
きにくい場所のゴ
ミも吸引 

椅子やテー 
ブルの脚を 
避けて移動 

より壁に近づ 
いて掃除します 

マルチルームクリーニング機能で家中おまかせ
ネイトのマルチルームクリーニング機能により、全自動で各お部屋を判断してドアの開いているすべ
てのお部屋を掃除します。そのため、お部屋へ誘導するナビ用の機器を各お部屋の入口に置く必要
がありません。 

 

1 4

2 5

3 6

最初にホコリやハウスダストなどがたまり
やすいリビング、ダイニングの壁ぎわやコー
ナーを重点的に掃除します。

廊下も一つのお部屋として認識、壁ぎわや
コーナーから、掃除します。

壁ぎわやコーナーの掃除後、お部屋全体を
直線的に効率よく掃除します。テーブルな
どの下も、脚のまわりを中心に丁寧に掃除
します。

寝室のベッドのまわりだけでなく、ベッドの
下もしっかり掃除します。
＊ベットなどの家具の下の掃除には、11cm以上の高
さと38cm以上の横幅スペースが必要です。

リビング、ダイニングの掃除が終わると、近
くのお部屋に移動し、また壁ぎわやコーナ
ーから掃除します。 

すべての部屋の掃除が終わると、移動で充
電台に戻り、充電完了です。次の掃除に備
え、バッテリーの充電を開始します。



 
あなたの代わりにお掃除します 

Botvac D5 Connected (BV-D502）
ボットバック D5 コネクテッド

LaserSmart  ナビゲーション機能搭載の
Wi-Fi 対応ロボット掃除機

二重らせんコンボブラシ
超高性能フィルター（1個、本体装着済み）
大容量リチウムイオンバッテリー
磁気テープ
サイドブラシ
フィルター＆ブラシクリーニングツール

Botvac Connected (BV-DC02）
ボットバック コネクティッド

ボットバック コネクテッドシリーズ最上位機種
最高の操作性を実現するWi-Fi対応ロボット掃除機
液晶パネル搭載で、スマホやタブレットなしでも操作が
可能です。

Eco/Turboモード
二重らせんコンボブラシ
スパイラルブレード ブラシ
超高性能フィルター（3個、そのうち1個本体装着済み）
大容量リチウムイオンバッテリー
磁気テープ
サイドブラシ
フィルター＆ブラシクリーニングツール

Botvac D8500 （BV-D8500）
ボットバック D8500

LaserSmart ナビゲーション機能と液晶画面搭載の
高性能ロボット掃除機

二重らせんコンボブラシ
スパイラルブレード ブラシ
高性能フィルター（3個、そのうち1個本体装着済み）
ニッケル水素バッテリー
磁気テープ
サイドブラシ
フィルター＆ブラシクリーニングツール

外出先からお掃除

Wi-Fi 対応でスマートホーム
を実現します。

ネイト アプリでいつでも、どこでも掃除でき、
掃除の開始、ストップ、予約のメッセージ通知を
受け取ることができます。

FindMe機能、掃除のサマリー、手動操作など、
機種によってさまざまな機能が使用できます。

 

さらに、新しいカバレッジマップを見れば、
ネイト ロボット掃除機が掃除した場所を
確認できます。

すべてのWi-Fi対応のネイトと
互換性があります。

いつでも、どこでも、
ワンタッチでお掃除完了 

 

Botvac Connected
（BV-DC02）専用

カバレッジマップ



ネイト  アクセサリー  
 
バッテリー、フィルター、またはブラシを取り換える必要がある際は、
ネイト純正アクセサリーをご利用ください。 

 
超高性能フィルター（2個セット） 
型番：NB-UF2
JAN ：4589926170395
対応：Botvac シリーズ、Botvac D シリーズ、Botvac Connected シリーズ

高性能フィルター（2個セット/6個セット） 
型番：NB-HF2 / NB-HF6
JAN：4589926170067 / 4589926170074
対応：Botvac シリーズ、Botvac D シリーズ、Botvac Connected シリーズ

 
ニッケル水素バッテリー  
型番：NB-BP-NH
JAN：4589926170111
対応：Botvac シリーズ、Botvac D シリーズ
    * Botvac Connectedシリーズには対応しておりません。

 
大容量リチウムイオンバッテリー  
型番：NB-BP-LI
JAN：4589926170418
対応：Botvac Connected シリーズ
    * Botvacシリーズ、Botvac Dシリーズには対応しておりません。

 
二重らせんコンボブラシ  
型番：NB-CBD
JAN：4589926170289
対応：Botvac D シリーズ、Botvac Connected シリーズ

 
スパイラルブレードブラシ  
型番：NB-BBD
JAN：4589926170272
対応：Botvac D シリーズ、Botvac Connected シリーズ

 
サイドブラシ（2個セット） 
型番：NB-SB2
JAN：4589926170128
対応：Botvac D シリーズ、Botvac D5 ConnectedおよびBotvac Connected

磁気テープ（4ｍ） 
型番：NB-BM
JAN：4589926170135
対応：全機種共通

1.  ダストボックスを空にする 

2.  フィルターに付着したゴミを取り除く 

3.  ブラシを取り外してクリーニングする 

 

4.  センサーをクリーニングする
       *センサーの黒い窓を綿棒や乾いた布などで
          定期的に掃除して下さい。  

ネイト ロボット掃除機がスムーズに動作するように、
定期的なメンテナンスを必ず実施してください。  

 
ネイトの付属品を定期的に交換することで、
最も効果的に掃除ができます。 

フィルター
2～3ヶ月に1回*     

二重らせんコンボブラシ
6～12ヵ月に1回*     

バッテリー
12～36ヶ月に1回*

*交換時期はご使用の頻度や環境によって異なります。
*サイドブラシは摩耗した時、破損した時に交換してください。




