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お部屋のスミズミまでお掃除できる国内初の“四角い”お掃除ロボット 

お掃除ロボット「HOM-BOT スクエア」 
3 月中旬より全国で発売開始 

 
LG エレクトロニクス・ジャパン株式会社 

 
LG エレクトロニクスの日本法人 LG エレクトロニクス・ジャパン株式会社(代表取締役

社長：李揆弘  本社：東京都港区)は、お部屋のコーナーのお掃除にも効果的な“四角い”
お掃除ロボット「HOM-BOT スクエア（＝ホーム ボット スクエア）」を、3月中旬より発
売します。全国の量販店を中心に販売し、価格はオープンです。 
また、「HOM-BOT スクエア」の他、昨年発売した「HOM-BOT 2.0」の後継機種も順次発

売します。 
 
「HOM-BOT スクエア」は、従来のロボット掃除機が苦手としていたお部屋のコーナー

もよりしっかりお掃除できるように設計された“スクエア型”のお掃除ロボットです。 
“スクエア型”は、LGエレクトロニクスが世界で初めて商品化（韓国及び欧米で、2012

年 8月より販売開始）した形状で、国内初登場となります。形状を丸型から四角型へ変化
させて回転ブラシの位置や長さを改良することで、お部屋のコーナーのお掃除効率が格段

に向上し、当社従来品と比較してコーナーにあるゴミの除去率が 89％アップ1しました。 
 
機能面は、本体の上部と下部に搭載したカメラセンサー「デュアルアイ 2.0TM」でお部屋

全体の空間を認識し、隅々までムラなく無駄なく効率よくお掃除すると共に、一度把握し

たお部屋の形状や家具などの位置を記憶する学習機能を搭載しているので 15畳のお部屋を
約 18分でお掃除できます。2これにより、次回のお掃除の作業効率アップに貢献します。

さらに、運転音は約 48dBを実現3し、お掃除する時間帯も周囲も気にせずお掃除ができま

す。 
また、毛足の長い絨毯などでは自動的に吸引力を上げて強力に吸い込む「ターボモード」

や、指定されたスペース内を 2回、繰り返してお掃除する「マイスペースモード」など、
ライフスタイルに合わせて様々な場面で効率的にお掃除を行うことを可能にする充実のお

掃除モードを搭載しています。 
 
お掃除ロボットは、時間に縛られることなく、スイッチ 1つで好きなときにお部屋をお

掃除するため、空いた時間で好きなことを楽しめる新しいライフスタイルを創出します。 
「HOM-BOT スクエア」の製品の特長および仕様については次ページのとおりです。 
 

 
 

 
 

ホーム     ボット  



 
 

■主な特長 
  
１.お部屋のコーナーのお掃除にも効果的な“スクエア型”設計 

    形状を丸型から四角型に設計したことで、回転ブラシを従来のロボット掃除機より

前に設置することができ、さらに、従来品よりも 1.5cm長い回転ブラシを採用したこ
とで、従来のロボット掃除機が苦手としていた部屋のコーナーにあるゴミやほこりも

より効果的にかき出して吸い取ることが可能になりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
２.「デュアルアイ 2.0TM」さらに賢くなってお掃除効率を向上 

   「HOM-BOT スクエア」は上部と下部にカメラセンサーを搭載。毎秒 30枚撮影で  

きる上部カメラはマッピング情報を生成して、空間を認識、記憶します。下部カメラ 

は動いた距離を認識します。 

これにより、位置を正確に把握し、すみずみまでくまなくお掃除をすることが可能 

になりました。 

上部カメラは、搭載された ISOコントロールにより、感度を自動で調整することで、

暗い部屋でも正確にお掃除することが可能になりました。 

 
３．障害物感知センサーに超音波センサーを採用 

   さらに、障害物を感知するために 3つの超音波センサーを搭載。赤外線センサーよ

りも広域で立体的に空間を認識することで、壁や障害物への衝突を事前に防ぎます。 
 

＊ジグザグモード（テキパキ掃除） 
 お部屋の端から端まで往復移動しながらお掃除します。 
家具などの障害物が少なめの広いお部屋を効率よく掃除

したい場合に最適です。15畳のお部屋の場合、約 18分で
お掃除できます。2 
 
＊空間拡張モード（スミズミ掃除） 
 お部屋をブロックに分けてお掃除し、ひとつのブロック

が終わったら次のブロックへと移動します。家具が多いお

 

 
 

 



 
 

部屋のお掃除に適しています。 
 
＊マイスペースモード（範囲指定掃除） 
 指定されたスペース内を 2回、繰り返してお掃除します。
障害物の多いお部屋でも集中して効率的にお掃除できます。 

 

 ＊その他いろいろなモードで自由自在 

 毛足の長い絨毯など吸引力が必要な場所では、自動的に

吸引力を上げて強力に吸い込む「ターボモード」がONに
なります。その他、らせん状に回転しながら半径 1ｍ以内
を集中的にお掃除する「ここだけモード」や、リモコンの

方向ボタンで操作してお掃除を行う「リモコンお掃除モー

ド」も搭載しました。 
 

４.家具や壁への衝突を回避 

 複数のセンサーで周囲の障害物を感知し、衝突を最小限に抑えます。 
「ぶつかったら方向転換」するのではなく、障害物までの距離を認識して回避する

ことで、家具や壁を傷つけることを防ぎます。また、ガラスなどの透明な物質も超

音波センサーで感知することができます。4 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

５.長寿命のリチウムイオンバッテリーを搭載  

従来のニッケル水素電池に比べて、約 2倍長持ちします。これにより約 500回以上
の充電が可能です。5 
 
 

６.お手軽＆快適。お掃除をより簡単に、より快適に。 

 ダストボックスは、脱着時に手が汚れずゴミも散らからない上部着脱式で、周辺

部にゴミが付着したり、散らかりにくい構造です。サイズはたっぷり大容量の0.6L。
ゴミをたっぷりと吸い取ります。 

■主な仕様  

 
 

 



 
 

 
HOM-BOT スクエア 
品番 VR6260LVM 
カラー チタンシルバー 
JANコード 49-89027-005815 
外形寸法 本体 W340 x D340 x H89（mm） 
 ホームステーション W236 x D181 x H128（mm） 
重さ 本体 3.0kg 
 ホームステーション 0.6kg 
電源 本体／ホームステーション AC100V 50Hz/60Hz 
充電時間 約 3時間 
本体電源方式 充電式（リチウムイオンポリマー電池 14.8V 1,900mAh） 
ダストボックス容量 0.6ℓ 
カメラセンサー デュアルアイ 2.0™ 
掃除モード ジグザグモード／空間拡張モード／マイスペースモード

／ここだけモード／リモコンお掃除モード／ターボモー

ド／リピートモード 
運転音 48dB 
掃除時間 100分（床面材質、使用環境により異なります） 

付属品 リモコン／ホームステーション（充電器）／ダストボック

スフィルター（予備用）／マイクロファイバークロスプレ

ート／マイクロファイバークロス（2枚）／側面回転ブラ

シ（2枚）／フィルター掃除用ブラシ／リモコン用乾電池

（単四2本）／お手入れ用ブラシ（回転ブラシ用） 

市場推定価格 89,800円 前後 
 



 
 

 

「HOM-BOT2.0」後継 2機種概要 
 

 

 

 

HOM-BOT 2.0 
品番 VR6140LVM 
カラー ブルー/シルバー 

JANコード 49-89027-005709 
外形寸法 本体 W360 x D360 x H90 
 ホームステーション W245 x D193 x H132 mm 
重さ 本体 3.2kg 
 ホームステーション 0.85kg 
電源 本体／ホームステーション AC 100V 50Hz / 60Hz 
充電時間 約 3時間 
本体電源方式 充電式（リチウムイオンポリマー電池 14.8V 1,900mAh） 
ダストボックス容量 0.4ℓ 
カメラセンサー デュアルアイ 
掃除モード ジグザグモード／空間拡張モード／ここだけモード／リモコ

ンお掃除モード 

運転音 48dB 
掃除時間 75分 
付属品 リモコン／ホームステーション(充電器)／ダストボックス

フィルター(予備用)／畳専用ブラシカバー／マイクロファ

イバークロスプレート／マイクロファイバークロス(2 枚)
／フィルター掃除用ブラシ／リモコン用乾電池(単四 2本） 

市場推定価格 64,800円 前後 

 

 

 

 

 

 

HOM-BOT 
品番 VR5942L 
カラー ホワイト 

JANコード 49-89027-005716 
外形寸法 本体 W360 x D360 x H90 
 ホームステーション W204 x D158 x H125 mm 
重さ 本体 3.2kg 
 ホームステーション 0.68kg 
電源 本体／ホームステーション AC 100V 50Hz/ 60Hz 
充電時間 約 3 時間 
本体電源方式 充電式（リチウムイオンポリマー電池 14.8V 1,900mAh） 
ダストボックス容量 0.4ℓ 

 

  



 
 

製品・サンプルに関するお問い合せ先 
 

担当：LG 広報代理（共同 PR 株式会社）  
第 8 業務局 小林 

Email: m-kobayashi@kyodo-pr.co.jp  
TEL: 03-3571-5238（直通） FAX: 03-3571-5380 

 
報道関係者からのお問い合せ先 

 
ＬＧエレクトロニクス・ジャパン株式会社 

広報担当：金 東建 （キムドンゴン）／竜野 園子 
Email: donggun.kim@lge.com／sonoko.tatsuno@lge.com 

TEL: 03-3588-1917（直通） FAX: 03-3586-3984 

カメラセンサー シングルアイ 
掃除モード ジグザグモード／空間拡張モード／ここだけモード／リモコ

ンお掃除モード 

運転音 48dB 
掃除時間 90分 
付属品 リモコン／ホームステーション(充電器)／フィルター掃除

用ブラシ ／リモコン用乾電池(単四 2本) 
市場推定価格 49,800円 前後 
 
 

なお、「HOM-BOT スクエア」の製品発売にあたり、利用体験ができる「体験キャンペーン」の実施を

予定しています。こちらの詳細は後日改めてご案内します。また、「HOM-BOT スクエア」に関する情

報は、Twitter ハッシュタグ「#Hombot 」でもアーカイブ形式にて情報を紹介していますので、どうぞ

ご利用ください。 

 
 
                                            
1 弊社従来品 VR6170LVM との比較。 
2 測定条件約 15畳の一般的なフローリングにおける標準掃除時間 （当社試験結果。ジグザグモード運転時）。 
3 フローリング上での当社試験結果（ジグザグモード運転時）。 
 
4 使用状況、環境等により衝突が回避できない場合がございます。 
5 約 3時間の充電で 100分間稼働させた場合(当社試験結果)。 

 


