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このたびはDyson Airwrap™  
スタイラーをご購入いた 
だきましてありがとう 
ございます。

コアンダ効果を使って髪をカールする。
使用方法を動画でご覧いただけます。

ダイソンの強力な小型のデジタルモー
ターと応用空気力学を組み合わせた 
Dyson Airwrap™ スタイラーは、コアン
ダ効果を利用しています。これによっ
て、過度の熱を使わずに、温風で、スタ
イリングやブローを同時に行うことが
できます。

スマートフォンのカメラやQRコードリー 
ダーでQRコードをスキャンしてください。 
www.dyson.com/myairwrapからもご覧 
いただけます。
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安全上のご注意- 
必ずお守りください
ご使用前にすべての注意事項をお読みく
ださい。
お使いになる方や他の方への危害、財産
への損害を未然に防ぐために、電気製品
を使用する場合は、以下の警告および基
本的な注意事項を必ず守ってください。

警告
警告は、製品、アタッチメント、付属品すべ
てを対象としています。また、該当する場
合、充電器や電源アダプターも対象となり
ます。
火災、感電またはけがを防止するために必
ず以下の点を守ってください。

1. 本製品は、保護者や安全責任者から本製品の使用に関
して指示・監督を受けない限り、身体、感覚または思考
能力が低下していたり、経験や知識が不足していたりす
る方（お子様を含む）が使用するように設計されていま
せん。

2. お子様のいるところで使用する場合は、十分注意してく
ださい。お子様が本製品で遊ばないよう注意を払ってく
ださい。

3. 使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてくだ
さい。

4. 警告:本製品は浴槽、シャワー、洗面器、またはその他水
のある場所では使用しないでください。

5. 電源コードや電源プラグが破損した状態で本製品を使
用しないでください。使用中に破損が見受けられた場合
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は、事故を避けるために、直ちに運転を止め、必ず＜ダ
イソンお客様相談室＞にご連絡ください。

6. 本製品には過熱を防止するための温度過昇防止装置
が備わっています。お使いの製品の動作が停止した場
合は、コンセントから電源プラグを抜き、本製品本体
の熱を冷まして下さい。（温度過昇防止装置の作動温
度：135℃）

7. 注意:温度過昇防止装置の意図しないリセットによる事
故を避けるため、本製品はタイマーのような外部スイッ
チを使用して操作したり、事業者などによって定期的に
電源のオン/オフが行われる電気回路に接続したり、電
源供給が不安定または電源が切れる可能性のあるコン
セントに電源プラグを差し込んだりしないでください。

8. 本製品は髪のスタイリングやブロー以外の用途で使用
しないでください。

9. 濡れた手で電源プラグや本製品を触らないでくださ
い。

10. コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜
いてください。また、使用中に電源コードを引っ張らな
いでください。延長コードの使用や、タコ足配線はお避
けください。電源コードを本製品に巻き付けないでくだ
さい。

11. 製品のいかなる部分にも潤滑剤、洗浄剤、消臭スプレー
を使用しないでください。

12. 点検、修理が必要な場合は、＜ダイソンお客様相談室＞
までご連絡ください。製品を分解しないでください。誤
って組み立てると、感電または火災につながる恐れがあ
ります。

13. 本製品がうまく機能しない場合、落としたり、屋外に放
置したり、液体に接触して破損した場合は、使用を中止
し、必ず＜ダイソンお客様相談室＞にご連絡ください。

使用中アタッチメントが高温に
なる可能性があります。
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フィルタークリーニングブラシ

Dyson Airwrap™ 
スタイラー 本体

滑り止めマット

プレスタイリングドライヤー

30mm Airwrap™ カーラー 40mm Airwrap™ カーラー スムージングブラシ（ハード）

一部アタッチメントは別売です。
別売のアタッチメントは、www.dyson.com/myairwrapからご購入いただけます。

本製品について
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取り外し可能なフィルターカバー
フィルターカバーは、簡単に取り外してお手
入れができます（詳細は、「定期的なお手入
れ」のページを確認してください）。

電源オン/オフと 
コールドショット機能
1段階スライドさせると電源をオンできま
す。さらに1段階上側にスライドさせると 
コールドショット機能（冷風モード）に切り
替わります。冷風はスイッチを押さえて 
いる間続きます。

風温切替
3段階の風温調整機能。 
冷風モードを含みます。

風速切替
3段階の風の強弱調節機能。

LEDの点滅
フィルターのお手入れをしてください。詳し
くは「定期的なお手入れ」のページを参照
してください。
フィルターのお手入れ後、赤色点滅が続く
場合は、＜ダイソンお客様相談室＞までお
問い合わせください。

スムージングブラシ（ソフト） ラウンドボリュームブラシ

各部の名前と働き
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アタッチメントの使い方

アタッチメントの 
取り付け
アタッチメントを本体に取り付
け、所定の位置に収まるまで回
してください。

アタッチメントの交換
アタッチメントを付け替えるに
は、ボタンを押して固定を解除
します。
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クールタッチティップ
使用中、カーラーが熱くなるこ
とがあります。
カーラーを別のアタッチメント
に交換するときは、カー 
ラーの先端を持って取り外して
ください。

Airwrap™ 
カーラー

プレスタイ
リングドライ
ヤー

スムージン
グブラシ 
（ハード）

スムージン
グブラシ 
（ソフト）

ラウンドボ
リューム 
ブラシ

熱くなったアタッチメン
トを取り扱う際には注意
してください。
アタッチメントを取り扱う際に
は図に示されている部分を持っ
てください。
一部のアタッチメントは定期的
なお手入れが必要です。
詳細な情報は、www.dyson.
com/myairwrapをご覧くださ
い。
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電源スイッチをオフにし、電源プラ
グをコンセントから抜き、本体の温
度を下げてからお手入れを行って
ください。
Dyson Airwrap™ スタイラーは、高
度な技術を組み合わせることで優
れた性能を実現しています。
この技術による性能を維持するた
めには、ほこりおよびヘアケア製品
使用後の汚れを取り除き、お手入れ
していただく必要があります。

定期的なお手入れ

フィルター（網目） フィルターカバーフィルター 
クリーニングブラシ

白色のLEDが点滅する場合、フィル
ターをお手入れいただく必要があ
ります。
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フィルタークリーニングブラ
シを電源ケーブルの上から
被せ、フィルターカバーの方
へ移動させます。
フィルタークリーニングブラ
シを上下左右に動かし、汚れ
を丁寧に取り除きます。
清掃後、フィルタークリーニ
ングブラシを取り外します。

本製品のハンドルをしっかりと
握り、フィルターカバーを外し、
電源ケーブルの方へ移動させて
ください。
フィルターカバーを慎重に開
き、電源ケーブルから外しま
す。
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流水（温水）でフィルターカ
バーを洗ってください。

フィルターカバーを振り、しっか
りと水気を取り除き自然乾燥さ
せてください。
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フィルタークリーニングブラシ
を上下左右に動かし、フィル 
ター（網目）の清掃を行い、ホ
コリなどを全て取り除きます。
フィルター（網目）のお手入れ
に、水や化学薬品を使用しない
でください。

フィルターカバーを慎重に開
き、電源ケーブルの上から被せ
ます。
フィルターカバーを本製品のハ
ンドルの方へ移動させ、カチッと
音がするまではめこみ、所定の
位置まで回転させセットしてく
ださい。

フィルターカバーを取り付けて
いない状態で、本製品を使用し
ないでください。
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本製品の使用方法
本製品は、電気系の配線を含みます。火災、感電またはけがを防止するた
めに必ず本取扱説明書内、「安全上のご注意」をよく読み、その内容に沿
ってご使用ください。

保証登録
本製品のメーカー保証は、購入日から2年間です。お客様情報と製品製造番号 
（シリアルNo.）をご登録いただくことで、メーカー保証が適用されます。弊社
の迅速かつ最適な保証サービスを確実に受けていただけるよう、購入後すぐに
本製品の保証登録を行っていただくことをお勧め致します。購入日や購入店舗
を示すレシート、領収書、配送伝票などは保管しておいてください。

• 製品保証登録はダイソン公式ウェブサイトにて行っていただけます。  
www.dyson.co.jp/registration
メーカー保証内容、その他の諸条件は、以下に記載の通りです。

メーカー保証内容
• 購入日から2年以内に、製品、部品または製品の一部に製造上の瑕疵があると

認められる場合、無料で製品または部品の交換、または修理を致します。（該当
する部品の生産が終了するなど部品の在庫がない場合は、弊社が代替となる別
の部品に交換します）。

• 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
• 本製品の日本国内での使用のみが保証の対象となります。

保証内容にご不明な点がある場合は＜ダイソンお客様相談室＞までお問い合
わせください。

保証適用外となるケース
次の場合は、保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。

• 弊社が推奨するお手入れ方法以外のお手入れによって生じた故障及び損傷。
• 本取扱説明書に従わない、不注意な操作や取り扱いによる故障及び損傷。なら

びに、必要なお手入れを怠ったことによって生じた故障及び損傷。
• 本製品を髪を乾かしたりスタイリング以外の用途で使用された場合。
• 「通常の使用」（1日あたり2時間の使用）を超えて使用された場合。
• ヘアサロンやスタイリストによる使用、共同スペースへの設置による商業的使

用。
• 弊社の説明や本取扱説明書に記載された通りに使用されなかった場合。
• 弊社製純正部品以外を使用した場合。
• 弊社以外によって行われた、誤った組み立て。
• 並行輸入品。
• 弊社以外による修理や改造。
• 通常使用による経年劣化。
• 製品ラベルに記載されている電源（交流100V）以外で使用された場合の故障

及び損傷。
• 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、異常電圧で生じた故障及び

損傷。
• 購入後の移設、輸送、落下などによって生じた故障及び損傷。
• 保証登録時に購入年月日、お客様の氏名の記入、または登録がない場合。
• 日本国外で使用された場合の故障及び損傷。（This warranty is valid only 

in Japan）

保証に関する注意事項
• 本製品や電源コード、電源プラグ、または、充電器や充電ドック（充電器と充電

ドックの有無は機種により異なります）に不具合が発生した場合は、必ず弊社
にご連絡ください。弊社以外で行った修理や改造に起因する事故については弊

その他の重要事項
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社は責任を負いません。
• 保証は購入日をもって発効となります。弊社のオンラインストアで購入される

場合その他購入した製品を配送する場合は、発送日翌日をもって発効となり
ます。

• 弊社製品に対して保証サービスをお受けになるには、製品製造番号（シリアル
No.）、購入日、購入店舗名などの情報が必要となります。これらの情報を確
認できるよう、購入時のレシート、領収書、配送伝票などは大切に保管してく
ださい。

• 修理はすべて弊社が承ります。
• 修理のために取り外した部品は、弊社で引き取らせていただきます。
• 部品の交換・装着により、保証期間が延長されることはありません。
• 保証は、各種サービスをお約束するもので、お客様の法律上の権利を制限する

ものではありません。

個人情報について
弊社は、お客様にご登録いただくお客様の個人情報を以下の目的で利用致しま
す。その他の個人情報の利用目的、及び、弊社の個人情報の取り扱いや保護方
針については、弊社ウェブサイトのプライバシーポリシー 
(privacy.dyson.com)をご覧ください。

• お客様からのお問い合わせ及びご要望への対応。
• お客様への連絡。
• 弊社製品に関するサービス及びサポートの提供。
• 顧客満足度調査の実施、及びお客様が弊社スタッフによるサポートを必要とす

る場合にお客様が受ける対応の改善。
• 弊社の各種方針、諸条件その他お客様に連絡すべき諸事項の変更に関する情

報提供。
• お客様が希望される場合に行う弊社のその他の製品及びサービスに関する情

報提供。
• お客様が保有する弊社製品のサービスに関する重要な最新情報の提供。
• お客様による弊社での将来のお買い物のためのカスタマイズ（例：お客様のお

好みと弊社が考える製品及びオファーを、弊社のウェブサイトやアプリ及び第
三者のウェブサイト（ソーシャルメディア・プラットフォームを含みます。）で表
示）。

• お客様の保有する弊社製品又は保証事項に関連する紛争、請求又は調査にお
ける支援。

• 弊社の法的な義務の遵守。
なお、弊社は、お客様にご登録いただくお客様の個人情報を、必要な範囲で、
外国にあるダイソンの英国親会社その他の関係会社及びシステムの保守管理
その他の委託業務を行う委託先に対し、提供または共有することがあります。

弊社製品を登録する場合
• お客様の製品を登録し保証の適用を受けるためには、連絡先などお客様の基

本情報を提供いただく必要があります。
• 登録の際、弊社からのお知らせを希望するかどうかを選択できます。お知らせ

を受け取ることを選択した場合、特別キャンペーンや最新の技術についての詳
細をお送りします。

廃棄に関するご案内
• 弊社の製品は、リサイクル可能な素材で作られています。本製品を廃棄さ

れる際は、適切にリサイクルを行なってください。廃棄及びリサイクルに関
する情報は、お住まいの自治体にご確認ください。

その他の安全上の注意事項
• 髪の根元部分をカールする場合は、頭皮にカーラーが接触しないように気をつ

けてください。
• カーラーを髪から外す場合は、必ずスイッチを切ってください。髪がからまった

り、引っ張られると感じた場合は、すぐにスイッチを切り、ゆっくりカーラーを
外してください。
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• 異常が発生した場合は、点検前に必ずコンセントから電源プラグを抜いてくだ
さい。本製品がうまく作動しない場合は、まず始めにコンセントに電気がきち
んと供給されているか、そして電源プラグが適切にコンセントに差し込まれて
いるかを確認してください。

製品仕様について
本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあり、また、掲載さ
れた仕様やイメージ（イラストや写真）は、実際と異なる場合があります。
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