
過度な熱ダメージを防ぎ、濡れた髪から風でスタイリング。
エアリーカールも、ブローも、ドライも１台で。



過度な熱ダメージを防ぐ

風で簡単スタイリング

ドライしながらスタイリングで時短

1台3役でさまざまなニーズに対応

過度な熱ダメージを防ぎ、濡れた髪から風でスタイリング。
エアリーカールも、ブローも、ドライも１台で。



40回/秒40回/秒

濡れた髪を乾かしながらスタイリングするので、 
過度な熱ダメージを防ぎます 髪のスタイリングには、水素結合を切って再結合させる 

ことが必要です。ダイソン エアラップは濡れた髪を 
乾かすことで、水素結合を切り再び固定させるので、 
過度な熱に頼りません。

過度な熱ダメージを防ぐ

ダイソン エアラップ
濡れた髪の水素結合が 
切れている状態を利用し、 
コアンダ効果によって 
髪を乾かしながら 
スタイリングします。

従来のスタイラー
過度な熱で髪内部の 
水素結合を切り、形状を変えますが、
これにより髪にダメージを 
与えるおそれがあります。 
ダメージを受けた髪は、 
ツヤ感が失われて見えます。

過度な熱を防ぐ風温測定
風温を毎秒40回以上測定し、 
温度が150°Cを超えないように 
制御することで、 
過度な熱ダメージを防ぎます。

インテリジェント・ 
ヒートコントロール
ダイソン エアラップは独自の 
インテリジェント・ヒートコントロールを
搭載。過度な熱ダメージを防ぎ、 
髪の結合を変えることができます。



110,000
回転/分

最大

110,000
回転/分

最大

風で簡単スタイリング 

スタイリストが 
施術したようなブロー
コアンダ効果をブラシにも 
採用することで、簡単にサロンで 
仕上げたようなブローを叶えます。

コアンダ効果
カーラーの周囲に発生する 
コアンダ気流が髪を自動的に 
引き寄せるので、ひねる必要が 
ありません。

コアンダ気流を生む風
13枚の羽根をもつインペラーは、 
毎分最大110,000回転し、 
強力なコアンダ気流が生まれます。

ダイソン デジタルモーター V9
3.2キロパスカルの 
風圧を生み出すことで、 
コアンダ効果を発生させます。

風で自動的に巻き付くので、 
簡単にスタイリングを叶えます 独自のダイソン デジタルモーター V9による 

高速・高圧の風がコアンダ効果を発生させ、 
風で髪を自動的に引き寄せ、巻き付けます。

なし
 

あり
コアンダ効果



従来のスタイラーは、完全に乾いた髪に 
高温のプレートを当てるものが一般的でした。 
これには、過度な熱によるダメージのおそれがあり、 
ドライとスタイリングのそれぞれに時間がかかっていました。

タオルドライ後の濡れた髪で
スタイリング前に乾かす 
プレスタイリングドライヤーが付属。 
タオルドライ後の濡れた髪を 
程よく乾かして、スタイリングを 
始められます。

すぐに使えるスタイラー
温度が上がるのを待つ必要がなく、
スイッチを入れるとすぐに 
使用できます。

乾いた髪でも
髪が乾いている場合は、 
スプレー等で軽く湿らせても 
使用できます。

過度な熱に頼りません
濡れた髪を乾かしながら 
使用できるので、過度な熱に 
頼らずスタイリングできます。

濡れた髪を乾かしながらスタイリングできるので、 
ヘアケア時間を短縮できます

ドライしながらスタイリングで時短



1台3役1台3役

プレスタイリング 
ドライヤー 
スタイリング前に 
髪を乾かします。

スムージングブラシ 
（ソフト） 
やさしくブローし、 
髪をなめらかに整えます。

ラウンドボリューム 
ブラシ
根元を立ち上げ、 
ボリュームのある 
スタイルをつくります。

スムージングブラシ 
（ハード） 
クセを伸ばして、 
髪をなめらかに整えます。

30mm Airwrap™ 
カーラー 
小さめのカールを 
つくります。

40mm Airwrap™ 
カーラー 
大きめのカールを 
つくります。

1台3役でさまざまなニーズに対応

豊富なアタッチメント

付属のアタッチメントで、ドライからストレートブロー、エアリーカールまで叶えます。 
また前髪のスタイリングや、さまざまな髪の長さに対応できるアタッチメントをそろえています。

より髪の長い方、短い方にも使いやすいように設計された 
直販・百貨店限定のアタッチメントも展開しています。

ロングにも、ショートにも対応
髪の長い方、短い方にも 
さまざまなスタイリングに 
お使いいただけます。

1台3役
複数のアタッチメントを 
付属しているので、1台で 
ドライ、ストレートブロー、 
カールの3役に。

家族のニーズにも
例えば、ラウンドボリュームブラシは、
男性やショートヘアの方の 
ボリュームアップにも。
過度な熱に頼らないので、 
お子様の髪のように細く、熱に敏感な 
髪質の方にもお使いいただけます。*

* 本製品の使用に際しては、保護者の指示・監督を受けない限り、お子様が単独で使用したり、遊ばないよう注意を払ってください。詳細は製品に同梱されている取扱説明書をご参照
ください。



スタイル長持ちのコツ

4. コールドショットでカールを固定 
髪が乾くまでキープしたら、 
コールドショットを5-10秒長押しして 
カールを固定します。

5. 電源を切ってから外す 
電源を切って、髪をカーラーから外してください。

6. スタイリング剤でカールを固定 
最後に、スタイリング剤で固定すると、 
より長持ちします。

2. 毛先ではなく中間を持つ  
毛先を押さえずに、宙に浮かせます。 
風速・風温は最大の方が、 
より長持ちしやすくなります。

3. ひねらずに本体を近づける 
スタイラーを髪に引き寄せると、 
毛先から自動的に巻かれます。 
毛先から巻くので、巻き残しがありません。

1. 濡れた髪から始める 
タオルドライ後や湿らせた髪から始めます。 
濡れた髪が乾く際に形が固定される性質を 
利用しているので、乾いた髪ではなく、 
湿らせた髪でスタイリングすることを 
おすすめします。



低温ですばやく乾かす
ジェントルエアーリング

過度な熱による 
髪の乾かしすぎから守る設計

過度な熱に頼らず最も速く髪を乾かします。*
髪の根元から毛先まで、ずっとツヤのある髪へ。

最も速く髪を乾かす*

マイナスイオンを放出

髪本来のツヤを守る

髪質や仕上がりに合わせた 
アタッチメント

* 第三者機関TRI Princetonによる毛束を使用した試験結果（米国にて2020年に実施）。アジア系人毛を使用し、1分間、10cmの距離で試験。ダイソンを除く国内の売上げ上位20社の
最上位機種（2019年12月時点の過去1年調査会社データに基づく）が対象。使用場所の状況、使い方や髪質などの個人差で、効果は異なります。
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最も速く髪を乾かし、*1マイナスイオンを届けます
風圧と気流をバランス良くコントロールし、髪を速く乾かします。

Dyson Supersonic Ionicは何千万ものマイナスイオンを放出。*2

高速の風で、マイナスイオンを髪の根元から毛先まで届けます。

マイナスイオンを放出

マイナスイオン
高速の風で、髪の根元から
毛先まで届けます。

高速の風
ドライヤー売上げ上位5機種と 
最大風速を比較。*3

静電気を抑える
発生するマイナスイオンが、 
静電気や髪の広がりを抑えます。*4

最も速く髪を乾かす*1

速乾性 No.1*1

パワフルな風量で、 
髪を速く乾かします。

ダイソン 
デジタルモーター V9
毎秒13リットルの空気を生成。 
パワフルな風を送ります。

Dyson Supersonic Ionic
は最も速く乾かす*1

ドライヤーを1分間使用後、 
髪の乾き具合を比較。

*1 第三者機関TRI Princetonによる毛束を使用した試験結果（米国にて2020年に実施）。アジア系人毛を使用し、1分間、10cmの距離で試験。ダイソンを除く国内の売上げ上位20社の
最上位機種（2019年12月時点の過去1年調査会社データに基づく）が対象。グラフは本製品および上位5社の結果。使用場所の状況、使い方や髪質などの個人差で、効果は異なります。 
*2 製品本体で検証した結果。使用場所の状況や使い方などで効果は異なることがあります。 *3 自社規格（DTM002088）に基づく自社試験結果（シンガポールにて2020年に実施）。
Dyson Supersonic Ionicを除く国内の売上げ上位5機種（2019年12月時点の過去1年調査会社データに基づく）を対象に実施。使用場所の状況や使い方で、効果は異なります。 
*4 本製品と、検証のためにマイナスイオン発生（イオナイザー）を防止したものでの比較。使用場所の状況、使い方や髪質などの個人差で、効果は異なります。

オフ
 

オン
イオナイザー*4
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過度な熱によるダメージを防ぎ、髪本来のツヤを守ります
過度な熱は、髪内部の水分を急速に蒸発させてしまうため、 
髪の空洞化などのダメージにつながるおそれがあります。

髪内部の水分を急速に蒸発させうる過度な熱から髪を守り、 
コントロールされた風で髪表面の水分をすばやく取り去ります。

過度な熱による髪の乾かしすぎから守る設計

Air Multiplier™ 
テクノロジー
吸い込む空気を3倍に増幅し、 
高圧・高速な風を生成します。

過度な熱ダメージを防ぐ
インテリジェント・ヒート 
コントロールが、過度な熱に 
よるダメージを防ぎ、 
髪本来のツヤを守ります。

コントロールされた風
コントロールされた 
高速・高圧な風で、髪表面の 
水分をすばやく取り去ります。

髪本来のツヤを守る

ツヤのある 
なめらかな髪に*1

過度な熱によるダメージを 
防ぐことで、髪本来のツヤや 
なめらかさを守ります。

インテリジェント・ 
ヒートコントロール
温度センサーが風温を測定し、
マイクロプロセッサーに伝える
ことで、風の温度を一定に 
保てるように設計されています。

温度を一定に保てる設計
温度が上がり続けることなく、 
一定に保てるように設計されて
います。過度な熱による 
ダメージを防ぎます。

*1 自然乾燥の髪と本製品で乾かした髪での比較。使用場所の状況、使い方や髪質などの個人差で、効果は異なります。 *2 本製品および検証用にインテリジェント・ヒートコントロール
機能を切ったもので比較。使用場所の状況や使い方などで効果は異なることがあります。

なし
 

あり
インテリジェント・ヒートコントロール*2
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低温ですばやく乾かすジェントルエアーリング
風が高温であるほど、カラーリングした髪の色落ちにつながります。 
ジェントルエアーリングは低温のやさしい風でありながら、すばやく乾かします。

細い髪やデリケートな頭皮のために、風温や風速の設定を下げていた方にも。 
低温でやさしい風ですばやく乾かします。

細い髪やデリケートな頭皮に

細い髪や頭皮に悩む人
約5人に1人が、細い髪や 
頭皮に悩んでいます*3

分散されたやさしい風
ジェントルエアーリングで、 
風を分散させ、 
やさしい風を送ります。

低温で速乾 
より多くの風を周りから引き 
寄せることで、低温でありながら、 
風量が上がります。

カラーリングした髪を高温による色落ちから守る設計

低温のやさしい風 
風量が上がることで、 
風温が20°C低下します。*2

最大風量がアップ 
より多くの風を引き寄せて 
風量が上がります。*2

*1 カラーリングした髪をオーブンで熱照射した結果（1回あたり10分間）。Delta E=1に達するまでの累積時間を温度別で表したもの。髪のタイプにより、検証結果は異なります。  
*2 本製品にジェントルエアーリングを装着した場合と装着しない場合の比較。使用場所の状況や使い方などで効果は異なることがあります。 *3 日本全国の20-69歳の女性2,003名
を対象に2019年5月に実施したヘアケアに関するオンライン調査（ダイソン調べ）。

カラーリングした髪の 
熱による色変化*1

高温であるほど、視覚的に 
色変化（色落ち）が分かるまでの 
累積時間が短くなります。*1

なし
 

あり
ジェントルエアーリング*2

なし
 

あり
ジェントルエアーリング*2



ダイソンの毛髪研究所での研究をもとに、 
髪質やなりたい仕上がりに合わせたアタッチメントを設計。

お子様の髪のように細く、熱に敏感な髪質の方には、ジェントルエアーリングを。 
ヘアドライヤーでスタイリングまで仕上げたい男性には、スタイリングコンセントレーターを。 
アタッチメントを使い分けることで、髪質・髪型を問わずご家族でお使いいただけます。*3

スタイリングコンセントレーター 
ブラシを使ったブローに。 
周りの髪を乱すことなく、 
ブローしたい箇所に的確に 
風圧の高い風を送ります。

スムージングノズル
手ぐしで乾かす際に。 
最大6倍なめらかに 
コントロールされた風で、*1 

 髪をやさしく乾かしながら、 
よりなめらかな髪に仕上げます。*2

ディフューザー
カールやパーマヘアに。 
均一に分散した風で 
ふんわりとブローします。 
突起部分が、髪の奥深くまで、 
しっかりととらえます。

ジェントルエアーリング
細い髪やデリケートな頭皮に。 
ジェントルエアーリングは、 
低温のやさしい風でありながら、 
髪をすばやく乾かします。　

髪質やなりたい仕上がりに合わせて
設計されたアタッチメント

*1 自社規格（DTM002088）に基づく試験結果。本製品にスムージングノズルを装着した場合と装着しない場合の比較。 *2 自然乾燥の髪と比較。 *3 本製品の使用に際しては、保護者
の指示・監督を受けない限り、お子様が単独で使用したり、遊ばないよう注意を払ってください。詳細は製品に同梱されている取扱説明書をご参照ください。



2.7mの回転式ケーブル

取り外し可能なフィルターカバー

クールタッチティップ
先端を持つことで触れても熱くなりにくく、 
アタッチメントの着脱が安全にできます。

コアンダ効果
カーラーの周囲に
連続的に流れる気流によって、 
髪が自動的に引き寄せられます。

エアロダイナミックベント 
幅0.6mmのベント（通気孔）が 
カーラーの表面に風を送り、 
カーラー全体に均等な 
気流を生み出します。

マイナスイオン 
マイナスイオンを帯びた風は 
髪の静電気を抑えます。

パルス幅変調 
ヒーターを的確に 
コントロールします。

リング状のヒーター
コンパクトなヒーターにより、
十分な発熱量とスリムなボディを
実現しています。

振動と運転音の低減マウント
防振ゴムマウントによって、
モーターがハンドルの内側に
あたることを防ぎ、 
振動音を低減します。

フィルターのクリーニングをお知らせ
クリーニングが必要になると
LEDが点滅してお知らせします。

インテリジェント・ヒートコントロール
風温を毎秒40回以上測定し、 
制御します。

ダイソン デジタルモーター V9
毎分最大110,000回転し、 
3.2キロパスカルの 
風圧を生み出すことで、 
コアンダ効果を発生させます。

1.9mのケーブル
取り外し可能なフィルターカバー
簡単に取り外してお手入れできます。

Air Multiplier™テクノロジー
吸い込む空気を3倍に増幅して、 
高圧・高速の気流を生み出します。

バランスを重視した設計
ヘッドにモーターを搭載して 
いないため、重量バランスが良く 
使いやすい設計になっています。

インテリジェント・ヒートコントロール
マイクロプロセッサーが、 
温度センサーのデータをもとに 
発熱体をコントロールし、 
過度な熱ダメージを防ぎます。

リング状のヒーター
2段構造のヒーターにより、 
十分な発熱量とコンパクトな 
ボディを実現しています。

ステンレススチール・ 
マグネットインターフェース
ワンタッチで着脱でき、 
風向きを調整できる 
マグネット式のアタッチメント。

ガラス球サーミスター 
（温度センサー）
温度センサーが 
風温を毎秒20回測定し、 
マイクロプロセッサーに伝えます。

マイナスイオン 
マイナスイオンを帯びた風は 
髪の静電気を抑えます。

ダイソン デジタルモーター V9
13枚の羽根を持つインペラーは、 
毎分最大110,000回転し、 
3.2キロパスカルの風圧を生み出します。

パルス幅変調
ヒーターを的確に 
コントロールします。

3段階の風速調整機能

絶縁チャンバー
本体の内側と外側両方の 
表面温度を下げます。

振動と運転音の低減マウント
防振ゴムマウントによって、
モーターがハンドルの 
内側にあたることを防ぎ、 
振動音を低減します。

電源オン／オフ
スライド式スイッチを 
上にスライドすることで 
オンになります。

冷風／コールドショット
髪を整えた後の仕上げに。
ボタンを押し続けるあいだ
冷風になります。

4段階の風温調整機能

テクノロジーを結集



製品の仕様およびデザインは性能改善のため予告なく変更することがあります。

製品仕様

カラー アイアン／フューシャ ブラック／ニッケル

本体製品サイズ（mm） H245×W78×D97 H245×W78×D97

型式 HD03 ULF IIF HD03 ULF BBN

付属アタッチメント

スムージングノズル • •

スタイリング
コンセントレーター • •

ディフューザー • •

ジェントルエアーリング • •

滑り止めマット • •

製品仕様

シリーズ名 Volume+Shape

カラー ニッケル／フューシャ

本体製品サイズ（mm） 
※ 30mm Airwrap™カーラーを装着した場合 H397×W41×D47

型式  HS01 VNS FN

付属アタッチメント

30mm Airwrap™ 
カーラー •

40mm Airwrap™ 
カーラー •

スムージングブラシ 
（ソフト） •

プレスタイリング
ドライヤー •

滑り止めマット •

収納ボックス •



過度な熱に頼らず最も速く髪を乾かします。*
髪の根元から毛先まで、ずっとツヤのある髪へ。

* 第三者機関TRI Princetonによる毛束を使用した試験結果（米国にて2020年に実施）。アジア系人毛を使用し、1分間、10cmの距離で試験。ダイソンを除く国内の売上げ上位20社の
最上位機種（2019年12月時点の過去1年調査会社データに基づく）が対象。使用場所の状況、使い方や髪質などの個人差で、効果は異なります。 JN
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