
約50cm以下

5cm以上
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電源が入らない/動作しない/充電しないときは
電源が入らないときは

RX-CLV1

バッテリー残量が
なくなっています。
右記をご覧ください。

部(5カ所)

落下防止のため、本体の裏側に落下防止センサーを内蔵していますが、以下のような場合は、本体が落下することがあります。

本体の落下を防ぐために

中二階やロフト、吹き抜けでの
ご使用はお控えください

5cm以下の段差

日光が当たる場所

落下を防ぐために アルミサッシのレールや
掘りごたつの堀の縁など
の段差

段差付近にじゅうたんやマットなどの敷物がある

本体裏側の落下防止センサー
(５カ所)が汚れたら、乾いた
柔らかい布
または綿棒
などで拭いて
ください。

落下のおそれがある場所に
高さ5cm以上の壁になるもの
(本体が当たっても移動・転倒
しないもの)を設置してくだ
さい。

本体が落下した場合は、破損・けがの
原因になります。

日光の赤外線が本体に
当たると、日光の当たる
場所を避けようとして、
段差から落下する場合が
あります。
・カーテンなどで日光を
   遮ってください。
・ハロゲンヒーターの赤外
   線や、すりガラスから
   入る日光でも同様の動作
　をする場合があります。

本体が敷物に乗り上げたり引っかかったときに、段差と認識
せずに落下する場合があります。

段差と認識せずに、直進しながら
落下する場合があります。

段差と認識せず落下する場合があり
ます。アルミサッシは閉めてくださ
い。掘りごたつは、周辺につい立て
を設置するか、掘りごたつのふたを
してください。

主電源スイッチが｢ON｣
になっていますか？

｢ON｣にしても
本体のランプが
つかない場合は

｢ON｣を
押す

充電しないときは

バッテリー残量がなくなっていませんか？

ACアダプターがコンセントから
抜けていると、充電台の電源ランプが消灯します。
・電源タップをご使用の場合は、電源タップのスイッチが切れて
　いませんか？
・充電台の中のACアダプター
   のコネクターが、抜けて
   いませんか？

主電源スイッチを｢ON｣にしても本体のランプが何もつかない場合は、
バッテリー残量がなくなっています。下記の操作で充電してください。

主電源スイッチを｢ON｣に
して、充電台に接続する

しばらくすると起動し、
電池ランプが点滅します。

そのまま充電を続けてください。

本体が充電台からはずれていませんか？

充電台の電源ランプが
消灯していませんか?

電池ランプが点滅していない
場合は、充電台に正しく接続
できていません。
接続をやり直してください。

充電台に正しく接続した場合は
電池ランプが点滅

形名

動作しないときは

音声ガイドでお知らせ表示の内容を
確認したいときは
本 体

同時に押す

声かけ

｢お知らせして｣
または
｢どうしたの｣

お知らせ表示中は運転を停止し
ます。右記の操作でスタンバイ
状態に戻してください。

お知らせ表示が
消えて、
スタンバイ状態に
戻る

原因を取り除いたあと、
スタンバイ状態に戻すときは

本 体
または
リモコン

以下の｢お知らせ表示｣
をしていませんか?

壁から段差
までの距離が
約50cm以下
の場所
後退しながら落下
する場合があります。

電源が入っている
ときは電源ランプ
が赤点灯します

白点滅/緑点滅

本体の
ランプは
何も
つきません

　　 お知らせ表示
(｢　○○○｣｢　○○○｣
｢　○○○｣のいずれか)

白点滅/緑点滅

RX-CLV1



3,000円＋税

(※2) ④は有料メンテナンスメニュー①、③または修理と同時にお申し込みいただけます。(※3)交換する消耗品の種類・個数によらず、交換代は一律525円です。
(※4) 各消耗品の部品代は取扱説明書の｢別売品｣または http://www.sharp.co.jp/support/cocorobo/doc/option.html をご覧ください。
　　　(RX-V200の説明をご参照ください)

 (※4)

① バッテリー交換
　 パック

3,000円＋税

3,000円＋税 12,000円＋税 15,000円＋税

② 消耗品キット
    メンテナンスパック

消耗品キットの交換(サイドブラシ(2個)･回転ブラシ･ 
HEPAクリーンフィルターをまとめて交換) 5,200円＋税 8,200円＋税

③ お手入れパック 本体内部分解清掃 － 3,000円＋税

④ 消耗品メンテナンス
　 パック

交換したい消耗品だけを交換(サイドブラシ(2個)･回転ブラシ･
HEPAクリーンフィルターの中から必要なものだけを交換) 500円＋税 部品代＋税

ご試算例 ）

バッテリー交換

 (※2)

パックメニュー 内 容 交換代 合計価格部品代

(①バッテリー交換パック)＋(③お手入れパック)＋(④消耗品メンテナンスパック) ＝《合計価格》
＋(500円+部品代) ＝《6,500円(交換代)+12,000円(ﾊﾞｯﾃﾘｰ代)+部品代》＋税＋(3,000円)(3,000円+12,000円)

 (※3)

・本メンテナンスメニューご提供時に、修理が必要な箇所や交換が必要な部品があった場合は別途費用がかかります。別途費用がかかる場合は、そのことを
   事前に連絡し同意を得た上で修理または交換をおこないます。
・バッテリー交換パックでの交換済バッテリーは、当社にて処分いたします。

① 基本設定パック ロボット家電全機種

RX-CLV1

RX-CLV1

基本的な設定
・日付、タイマー設定などの初期設定
・使いかた／お手入れのしかたのご説明

約30分 7,476円＋税

② スマートフォン
    連携設定パック

スマートフォンとの連携設定 (ルーターをお持ちの場合のみ)
・本体の無線LAN設定
・スマートフォンへの専用アプリのインストール
・本体とのペアリング設定

約40分 10,000円＋税

③ おまかせ設定パック ① 基本設定パック + ② スマートフォン連携パック 約60分 13,000円＋税

有料訪問サポートパックのお申し込みは

 

(※1) 本サポートの実施に当たり別途必要となる周辺機器
　　  (無線LANルーターなど)および部品に関する費用、
　　  インターネット接続料金は、お客様負担となります。

■キャンセルの際はキャンセル料が発生します。訪問前日17:00以降、または訪問後のキャンセル料･･･3,000円＋税

● 本サポートのご提供は、シャープの国内サービス会社シャープ
   エンジニアリング株式会社(沖縄地区：沖縄シャープ電機株式会社)、
   またはシャープの国内サービス会社が選定したサービス提供会社が
   実施いたします。

 

COCOROBO 訪問サポート･メンテナンスパック(有料)のご案内

■対象となるシャープ製品

 

日本国内で販売された日本国内向けのロボット家電 (以下 ｢対象機器｣)

 

■対象となる地域

 
訪問対象地域は日本国内に限ります。

■本サポートの料金 (以下 ｢サポート料金｣)

 

■本サポートが完了しない場合

■免 責

シャープエンジニアリング訪問サポートセンター
フリーダイヤル
(携帯電話、PHSからもご利用できます)

ご注意

0120 - 565 - 506(日曜･祝祭日･当社指定休日を除く)
9：00～17：45●月曜～土曜：

メンテナンスパックをご利用の際は、
弊社地区別サービスセンターに製品をお持込みいただくか、
または宅配業者引き取りサービス(有料)をご利用ください
● サービスセンターの電話番号は取扱説明書をご覧ください。
● 宅配業者引き取りサービスのお申し込みとお問い合わせは
　シャープ修理相談センターにおかけください。

0120 - 02 - 4649 

0570 - 550 - 447 

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

携帯電話からは、ナビダイヤル

シャープ修理相談センター

ご注意

詳しくはWebをご覧ください。
http://www.sharp-sek.co.jp/home/cocorobo_s/index.html

  (※1)

パックメニュー 対象機種 内 容 所要時間 価 格

ご購入いただいたお客様に … 有料訪問サポートパックのご案内

(年末年始を除く)

9：00～20：00●月曜～土曜：
9：00～17：00●日曜・祝日：

受 付 時 間

ご使用中のお客様に … 有料メンテナンスパックのご案内

受 付 時 間

  (※1)

http://www.sharp.co.jp/support/cocorobo/index.htmlロボット家電｢COCOROBO｣でお困りのことが
ありましたら、右記のWebをご覧ください。

サポート料金は、別途明記している場合を除き１対象機器あたり
の金額です。
複数の対象機器について本サポートを希望される場合は、対象
機器の数に応じたサポート料金が必要となります。
離島および遠隔地につきましては、別途、出張に要する実費が
必要となります。

１. 

2. 

１. 

１. 

2. 

2. 

無線LANルーターやブロードバンド回線の不具合、ご使用のパソコンの周辺機器やソフトなどの環境により、
本サポートを完了できない場合があります。上記のようなサポート会社の責に帰さない事由により本サポート
を完了できない場合にはキャンセル料(3,150円(税込)  離島･遠隔地を除く)をご負担いただきます。
お客様の都合により再度本サポートを受けられる場合は、別途サポート料金が必要です。

本サポートにおける対象機器の障害、破損やデータ消失等の損害については、サポート会社に故意または重大
な過失がない限り、サポート会社は賠償の義務を負わないものとします。なお、サポート会社が責任を負う場合
であっても、賠償する損害はお客様に生じた通常の損害に限り、特別な損害は含まないものとします。
サポート会社の責による作業内容の不備が発覚した場合、または当該不備が原因で対象機器に別の障害が発生し
た場合には、本サポートの完了後５日以内にお客様からのお申し出があった場合に限り、無償で対応致します。
なお、別の原因で不備または障害が発生する場合には、再度、正規のサポート料金を頂きます。

本有料サポートメニューは、予告なく中止または内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

（RX-CLV1用）

　　　(RX-V200の説明をご参照ください)

RX-CLV1
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