
Smart. Powerful. Connected.
ネイトアプリ /Wi‒Fi 接続

消耗品機能一覧

カバレッジマップ

Find Me 機能

スケジュール設定

掃除履歴

スポット掃除

サイドブラシ

バッテリー

フィルター

自動充電＆再開

メインブラシ

SpinFlow™パワークリーン

CornerClever™テクノロジー

LaserSmart™ナビゲーション

稼働時間

ネイト フロアプランナー™

お掃除禁止区域の設定

スパイラルコンボブラシ 

最大 120分

2m×2m（4m×4m）

エコ /ターボ

大容量リチウムイオン
バッテリー

アレルゲンカット
超高性能フィルター
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磁気テープまたは
ネイトアプリによる
侵入禁止ライン設定

2.4GHz/5GHz
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Botvac D7
Connected

スマートライフ 1

2

バッテリー、フィルター、ブラシなど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。

スパイラルコンボブラシ
型番：NB-SCB

JAN：4589926170531

二重らせんコンボブラシ 
型番：NB-CBD

JAN：4589926170289

スパイラルブレードブラシ 
型番：NB-BBD

JAN：4589926170272

アレルゲンカット超高性能フィルター（4個セット）
型番：NB-UF4

JAN ：4589926170524

アレルゲンカット高性能フィルター（2個セット）
型番：NB-HF2

JAN：4589926170067

サイドブラシ（2個セット）
型番：NB-SB2

JAN：4589926170128

大容量リチウムイオンバッテリー 
型番：NB-BP-LI

JAN：4589926170418

磁気テープ（4ｍ）
型番：NB-BM

JAN：4589926170135

アクセサリー 交換キット
型番：NB-ARK

JAN ：4589926170548

品　名

型　式

本体寸法

本体重量

集塵容量

稼働時間 /充電時間

本 体 色

ネイト ボットバック D7 コネクテッド

BV-D701

幅 33.5ｃｍ×奥行き 32.1cm×高さ 10cm

3.4kg ( パッケージ重量 7.26kg)

0.7L

最大 120分 /約 180分　＊2回の自動充電 /再開機能により、稼働時間は最大 360分になります

ブラック /シルバー

高性能ロボット掃除機、充電台、電源コード（2m）、磁気テープ（2m）、スパイラルコンボブラシ（本体装着済み）、
サイドブラシ（本体装着済み）、アレルゲンカット超高性能フィルター 2個（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（本体装着済み）、ダストボックス（本体装着済み）、ブラシ&フィルタークリーニングツール

ご購入後１年間 ネイト カスタマーケアセンター ［発売元］ ［ 国内正規代理店 ］
ネイト ロボティクス 株式会社
http://www.neato.co.jp http://www.mediasell.co.jp

平日9:00～17:00
（土日・祝日・年末年始を除く）Eメール　jpcare@neatorobotics.com

　  0800-222-0558フリー
ダイヤル

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、段差のすぐ下に物をな
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、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。○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。○
歩行者がつまづ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。

W i - F i 対 応 、最 も ス マ ート で パ ワ フ ル な ロ ボット 掃 除 機 。

ネイト ボットバック D7 コネクテッド
BV-D701

無料保証

同 梱 品

順次発売

順次発売

スマートライフ には、 Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, Apple watch などが含まれます。
Google Homeは、日本語に対応しています。ただし、ソフトウェアをネイトアプリを使って、最新バージョンにアッ
プデートする必要があります。

スケジュールは 1日に 1回のお掃除を曜日ごとに設定できます。スケジュールの設定には、ネイトアプリが必要です。

スポット掃除：2m×2mの範囲だけをお掃除します。ネイトアプリで、4m×4mに拡大することができます。

アレルゲンカット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、掃除したお部屋の空気をきれいに保ち
ます。＊アレルゲンとは、微細なハウスダストや花粉、ダニなどを指します。

１回のお掃除で２回の自動充電 /再開機能により、稼働時間は最大 360分まで可能です。

Google アシスタント
音声コマンド 日本語対応



ランダム走行式に比べ4倍の速さで掃除
をします。部屋全体を最も効率的な方法で
お掃除します。

スパイラル
コンボ ブラシ

髪の毛やペットの毛のお掃除に
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

カーペットを敷いた床でホコ
リや塵を徹底的にお掃除でき
ます。
※オプション

超高性能フィルター

簡単に取り外せるアレルゲン
カット超高性能フィルターに
より、ダストボックスを簡単に
お掃除できます。

特許取得済みのLaserSmart™テクノロジーで、お部屋の配置を同時進
行で連続スキャンしながら各部屋をマッピング、家具、出入り口、階段
を認識しお掃除しながら、最も効率的な方法で部屋から部屋へ移動し
ます。

マルチルームクリーニング機能
全自動でお部屋を判断してドアの開いているすべてのお部屋をお掃除
します。お部屋へ誘導するリモコン操作や特別な装置は必要ありませ
ん。

SpinFlow™テクノロジーは、強力な吸引ブロアモーター
と高性能なブラシの組み合わせで、床を清潔に保ちます。
2種類のブラシ、特大のダストボックス、超高性能フィル
ターは、他社の最大2倍のホコリを吸い込みます。

Dシェイプにすることで、他社製品に比
べて長さ27.6ｃｍもの大きなブラシを前
面に付けられ、壁やお部屋の隅により近
づくことができます。
また、Dシェイプは特大のダストボックス
の搭載も可能にしています。

多くの円形ロボット掃除機では、その中
心のホイール間に吸引口とブラシがあり
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？これも小さく
するしかありません。

他社のカメラを使うナビゲーションシス
テムとは異なり、暗闇でも正確にお部屋を
ナビゲートします。

*上記のアクセサリは、すべてのNeato Botvac D シリーズ /Connected シリーズと互換性があります。

壁やお部屋の隅か
ら約1cmの距離ま
でブラシが近づい
てお掃除します。

円形ロボット掃除機
では壁からブラシま
で離れており、お部
屋の隅となるとさら
に遠くなってしまい
ます。

ネイト D7は、
ネイトの最もスマートで強力なロ
ボット掃除機です。
その高性能なブラシを使ったピッ
クアップシステムと強力な吸引
力、インテリジェントナビゲー
ション。
更に新機能のフロアプランナーで
毎日念入りで無駄の無いお掃除を
してくれます。

ペットのいる家に最適です。

　　　  ゾーンクリーニング

ネイトアプリを使用してネイトD7が作成し
たフロアプランから、ゾーンごとに名称を付
け、指定したゾーンのところだけお掃除する
ことができます。例えば、夕食後にダイニン
グのゾーンだけをお掃除するなど。

ネイト D7は、最大３つの異なるフロアプラ
ンを記憶します。すべてのフロアプランでネ
イト D7に立ち入ってほしくない箇所に侵入
禁止ラインを設定できます。例えば、ロボッ
ト掃除機が行き詰まりそうなエリアに侵入禁
止ラインを設定すれば、余計なストレスもな
くなります。

　　　  ネイト フロアプランナー™

ネイト独自の LaserSmart™テクノロジーで、
家全体をスキャン、お部屋をマッピングして
フロアプランを作成します。
すべてのコントロールは、ネイトアプリをイ
ンストールしたスマートデバイスから行える
ので、外出先からでも操作が可能です。

大きなお家でも大丈夫です。ネイト D7 は
バッテリーが無くなると充電台に戻り再充電
します。充電が完了すると、中断したところ
に自動的に戻り、お掃除を再開し、残ってい
る場所を掃除します。

いつでもどこにいてもネイトアプリを使って、スマートフォ
ンやタブレットからお掃除の開始、ストップ、お掃除のスケ
ジュール設定が可能で、お掃除の結果などメッセージも受け
取れます。

また、Apple WatchやAndroid Wear にも対応しています。
お掃除の開始、ストップなどを操作ができ、ネイトからのメッ
セージもスマートウォッチで受け取れます。

ネイト D７は、Amazon Alexa、Google Home、IFTTT な
どと連携が可能です。

-Google Homeについて -
Google アシスタント 音声コマンド 日本語対応しました。
※但し、ソフトウェアバージョンをネイトアプリを使って最新バージョンに
アップデートする必要があります。

外出先でもロボット掃除
機の起動や操作ができま
す。

手動でリモコン操作がで
きます。

外出先から掃除のスケ
ジュールを設定したり、
結果を確認できます。

どこを掃除したかカバ
レッジマップで確認でき
ます。

お掃除の履歴を表示でき
ます。

ネイト フロアプランナー™
アドバンストマッピング&クリーニング

強力な吸引力と
高性能なブラシで
徹底的に
床をきれいにします。

SpinFlow™
パワークリーン

スマートマッピングで
規則的、効率的で
徹底的な
お掃除ができます。

LaserSmart™
ナビゲーション

コーナーや壁にあるゴミを
取り除きます。
壁に沿って部屋の隅までき
れいに掃除できるデザイン
です。

Dシェイプデザインと
CornerClever™
テクノロジー

ネイトアプリ

他社製
ランダム走行式

ネイト

自動充電と自動再開侵入禁止ラインの設定


