
ヘアケア製品総合カタログ

コアンダ効果で髪表面の浮き毛を抑え、 
ツヤのあるなめらかな髪へ*

* 乾いたストレートヘアに浮き毛抑制ツールを使用した場合。



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

コアンダ効果で髪表面の浮き毛を抑え、
ツヤのあるなめらかな髪へ*¹

浮き毛を抑え、なめらかな髪へ*¹

何千万ものマイナスイオンを放出*²

髪本来のツヤを守る

頭皮ケアや仕上がりに合わせた 
アタッチメント

家族での使用に適したヘアドライヤー*³

*1 乾いたストレートヘアに浮き毛抑制ツールを使用した場合。 *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 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。詳細は取扱説明書をご参照ください。



5人に1人

一度なでるだけで浮き毛を抑え、 
ツヤのあるなめらかな髪へ*¹

浮き毛抑制ツール

まとまりにくい髪に悩む人
約5人に1人が、
まとまりにくい髪に
悩んでいます。*²

浮き毛抑制ツールは、髪表面の浮き毛を抑えます。 
ドライの最後に使うとツヤのある仕上がりに。*1

浮き毛と髪のツヤ
浮き毛が多いと、髪に当たる光が
散乱するためツヤ感が
失われて見えます。

ツヤやまとまりのある髪に*¹
浮き毛が少ない髪は、ツヤがあり 
まとまっているように見えます。

コアンダ効果
長い髪の毛を手前に引き寄せ、 
髪表面の浮き毛を隠すことで 
目立たなくします。

浮き毛が多い髪 浮き毛が少ない髪

浮き毛が多い髪 浮き毛が少ない髪

*1 乾いたストレートヘアに浮き毛抑制ツールを使用した場合。 *2 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）。　



2.4m3/分

1,000万
以上

マイナスイオン

何千万もの
マイナスイオンを放出します*¹

ナノサイズのマイナスイオンを
高速の風で髪に届けます

パワフルな高速の風
高い風量・風速で 
マイナスイオンを届けます。

発生するマイナスイオンで静電気を抑え、 
髪の広がりを抑えます。*2

イオンの放出量
何千万ものマイナスイオンを 
放出します。*1

マイナスイオンで 
髪の広がりを抑制*2

高速の風で、マイナスイオンを 
髪に届けて静電気を抑制し、 
髪の広がりを抑えます。*2

イオナイザー
効率的にマイナスイオンを 
放出する設計。

*1 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。 *2 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。



（°С）

時間0

17%
11%
28%

ツヤ
アップ

なめらかさ
アップ

うねり
抑える

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 
高圧・高速な風で、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

※イメージです。



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

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

*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 本製品の風量・風温を
最大に設定し、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）。

5人に1人

80°С 100°С 120°С
0

90
（分）

°С20
風温低下

2.4 m3/分

3.0 m3/分

なし
 

あり
ジェントルエアーリング*2
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あり
ジェントルエアーリング*2



スムージングノズル
なめらかにコントロールされた 
風でなめらかな髪に仕上げます。

スタイリング 
コンセントレーター
 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。

New 
浮き毛抑制ツール
コアンダ効果で長い髪の毛を 
手前に引き寄せ、 
髪表面の浮き毛を隠すことで 
目立たなくします。

ジェントル 
エアーリング
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。　

ディフューザー
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。

ワンタッチで着脱できるマグネット式アタッチメント。 
360度回転できるので、お好みに合わせて風向きを簡単に変えられます。

マグネット式アタッチメント



頭皮ケア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
Dyson Supersonic Ionicは、ダイソンの毛髪研究所での研究をもとに、 
頭皮ケアやなりたい仕上がりに合わせて設計された、 
さまざまなアタッチメントを付属しています。

髪が太い方や、多い方には 
アタッチメントなしで。

なめらかに仕上げたい方には 
スムージングノズル。

細い髪やデリケートな頭皮には 
ジェントルエアーリング。

浮き毛を抑え、ツヤのある髪に*² 
仕上げたい方には、浮き毛抑制ツール。

ドライに

仕上げに

正確なスタイリングには 
スタイリングコンセントレーター。

カールやパーマヘアには 
ディフューザー。

スタイリングに

家族での使用にも
お子様の髪のように細く、熱に繊細な髪質の方には、ジェントルエアーリングを。 
ヘアドライヤー1台でドライからスタイリングまで 
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、髪質や髪型の異なる家族で使用いただけます。*¹

*1 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。詳細は取扱説明書をご参照ください。 
*2 乾いたストレートヘアに浮き毛抑制ツールを使用した場合。



より低温でスタイリングし、ダメージを半分に*

ストレートもカールも1台で

コードレスなのに高性能

安全で簡単にスタイリング

多彩なビューティーテクノロジー

フレックスコッパープレートで包み込む、 
コードレスヘアアイロン。熱ダメージを半分に。*
なめらかでツヤのある髪に。

* 同じヘアスタイルをつくった場合の熱ダメージを髪の強度で測定。自社の同一製品をフレックスプレートと硬いプレートで比較。



使用
 

未使用
フレックスプレート

ダメージが少ない髪は、 
より強い髪*1

髪により高いテンションを与えて、 
均一にコントロールする 
フレックスプレートで、 
より低温のスタイリングが可能に。 
切れ毛を低減し、髪の強さを守ります。

フレックスコッパープレートで包み込む、 
コードレスヘアアイロン。何度も往復することなく、
より低温で理想のストレートを叶えます。

熱ダメージを半分にし、切れ毛から守ります。*1 
ダメージの少ない髪は、より強い髪。*1 

より低温でスタイリングし、 
ダメージを半分に*1

フレックスプレートで、 
より低温でスタイリング
フレックスプレートが、毛束の形状に 
合わせてやさしく包み込み、 
髪にかかるテンションを均一に。 
何度も往復することなく、より低温で 
理想のストレートを叶えます。

同じストレートヘアを、硬い 
プレートより低い温度で*2

フレックスプレートを採用した 
ダイソン コラールは硬いプレートの 
同製品と比べて低い温度で、 
同じストレートヘアを実現します。*2

インテリジェント・ 
ヒートコントロール
髪質や髪の毛の太さ、長さに合わせて、
スタイリングに適した温度に 
コントロールし、過度な熱による 
ダメージから髪を守ります。

*1 同じヘアスタイルをつくった場合の熱ダメージを髪の強度で測定。自社の同一製品をフレックスプレートと硬いプレートで
比較。 *2 同じヘアスタイルをつくった場合。自社の同一製品をフレックスプレートと硬いプレートで比較。

※髪の毛のイメージです。



使用前 使用後
ダイソン コラール

うねりやくせ毛をなめらかにまとめ、
ストレートもカールも1台で叶えます うねりやくせ毛をなめらかにまとめ、 

前髪や全体のスタイリングにも。 
なめらかでツヤのある髪に仕上げます。

ストレートもカールも1台で

※イメージです。

※ブラッシングしていない髪との比較。

ストレートもカールも1台で
ショートからロングまで、 
1台でさまざまなスタイルに対応。 
前髪のスタイリングから 
ストレートヘア、カールも叶えます。

うねりやくせ毛をなめらかに
ダイソン コラールは縮れ毛や 
ほつれ毛を抑え、なめらかでツヤの 
あるストレートヘアを実現します。

スタイリングしやすい設計
丸みを帯びた本体は 
カールやウェーブをつくりやすく、 
先端は熱を帯びない設計のため、 
しっかり持ってコントロールできます。

マイナスイオン
トルマリン製のふちから 
マイナスイオンを発生させ、 
静電気を抑制。 
なめらかでツヤのある髪に 
仕上げます。



30分
コードレス使用

最大

1回目

（°С）

ストローク／時間

分10
自動オフ

コードレスでも、コード使用時と同じ性能を維持。持ち運びしやすく、どこでもスタイリングできます。 自宅や外出先でも、安全にお使いいただけます。

安全で簡単にスタイリングコードレスなのに高性能

自動オフ設計
10分間操作しないと 
自動的に電源がオフに。 
電源をオンにするとすぐに
温まり、適温に達すると 
音で知らせます。

温度を一定に保つ*1

ダイソン コラールは 
コードレスでの使用時 
にも安定的にパワーを 
供給して温度を保ちます。*1

優れた重量バランス
スタイリング時に最も 
コントロールしやすい 
重量バランスを実現。 
フレックスプレートが髪を
包み込むので、強く握ら 
なくても髪をとらえます。

どこにいても 
スタイリング可能
コードを気にすることなく、
自由自在に操れるため、 
自宅や外出先でも 
スタイリングが簡単。

マグネットコード
簡単に着脱できる360度
回転式マグネットコードを
採用。コードにつまずく 
心配がなく、安全に配慮 
した設計です。

コードレスで最長 
30分のスタイリング*2

充電は約40分で90%、 
約70分でフル充電完了。*3 

コードをつなぐと、 
より長時間使用できます。

安全で簡単な収納  
熱がまだ残っている 
状態でも、プレートに 
安全ロックをかけて 
収納できる充電ドックや、 
持ち運びできる耐熱 
ポーチを付属しています。

コード使用時と 
同じ性能を維持
4セルのリチウムイオン
電池を使用し、コードレス
モードでもコード使用時
と同じ性能を維持します。

最長30分、コードレスでどこでもスタイリング。 
安全に配慮した設計。収納や、持ち運びする時も。

*1 温度を10回、通過1回あたり2.5秒間計測。2019年にシンガポールで試験を実施。 *2 正確な連続使用時間（フル充電の場合）は、髪質、スタイリング方法、使用環境によって異なる場合があります。 
*3 新しい電池を使用して標準試験環境（25 – 30℃）で試験を実施。充電時間は使用環境により異なる場合があります。

※イメージです。



健康な髪高温で傷んだ髪

80%70%

多彩なビューティーテクノロジー多彩なビューティーテクノロジーで 
すばやく髪を乾かし、なりたい仕上がりに

日本人のルーティンに合った設計
日本人の70%が夜に髪を洗います。*2 
日本人の80%がヘアアイロンで 
朝に髪をスタイリングします。*2

夜は髪をすばやく乾かし、朝はすばやくスタイリング。 
ジェントルエアーリングとフレックスプレートが 
カラーした髪を高温による色落ちから守ります。*1

すばやく髪を乾かし、 
スタイリング
夜はダイソン スーパーソニックlonicで、 
髪を速く乾かします。 
朝は、ダイソン コラールでなりたい 
仕上がりをすばやく実現します。

高温による色落ちから守る設計
ダイソン スーパーソニックlonicの 
ジェントルエアーリングと、ダイソン  
コラールのフレックスプレートは 
カラーした髪の高温による 
色落ちを防ぎます。

熱ダメージを抑える設計
ダイソン スーパーソニックlonicと 
ダイソン コラールのインテリジェント・
ヒートコントロールは、設定温度を 
一定に保ちます。

*1 ジェントルエアーリングをダイソン スーパーソニックlonicに装着した場合。 *2 日本全国の20-69歳の女性2,003人を対
象に2019年5月に実施したへアケアに関するオンライン調査（ダイソン調べ）。



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

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。



なし
 

あり
コアンダ効果

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。



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

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。

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。

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。

ドライ、ブロー、 
カールを1台で
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。

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。

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。

30mm Airwrap™ 
ロングカーラー
小さめのカールを 
つくります。
ロングヘアの方に 
おすすめです。

40mm Airwrap™ 
カーラー 
大きめのカールを 
つくります。

40mm Airwrap™ 
ロングカーラー
大きめのカールを 
つくります。
ロングヘアの方に 
おすすめです。



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。



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

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 HD08 ULF IIF HD08 ULF BBN

付属アタッチメント

浮き毛抑制ツール • •

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 • •



製品仕様

カラー ブラックニッケル／フューシャ フューシャ／ブライトニッケル

本体製品サイズ（mm） H45×W41×D292 H45×W41×D292

型式 HS03 NF HS03 FBN

付属品

360度回転 
マグネット式充電器 • •

充電ドック • •

耐熱ポーチ • •

テクノロジーを結集

コードレスモードでも
コード使用時と同じ性能を維持
4セルのリチウムイオン電池を 
使用し、コードレスモードでも 
コード使用時と同じ性能を維持し、 
最長30分スタイリングできます。*2 
また、フル充電を約70分で完了します。*3

360度回転マグネット式充電器
電源につなぐことで 
使用時間を延ばします。

フレックスプレートで 
熱ダメージを半分に*1

マンガン銅合金の柔軟性のある 
プレートが、毛束の形状に合わせて 
やさしく包み込みます。 
より良くコントロールできるので、 
より低温で理想のスタイルを叶えます。

耐久性のある設計
物理的な衝撃に対して 
耐久性を考慮した設計に
なっています。

トルマリン製のふち
マイナスイオンを発生させ、 
静電気を抑制します。

OLEDスクリーン
バッテリー残量、温度設定や
充電状態を表示します。

プレートのふち
根元のスタイリング時に、 
頭皮をプレートとの 
接触から守ります。

インテリジェント・ヒートコントロール
髪質や髪の毛の太さ、長さに合わせて、 
スタイリングに適した温度に 
コントロールし、過度な熱による 
ダメージから髪を守ります。

3段階の正確な温度設定
１６５℃、185℃、210℃から選べ、 
髪質や髪の毛の太さ、長さに合わ
せて理想のスタイルを叶えます。

自動オフ設計
10分間操作しないと、自動的に
電源がオフになります。

充電ドック
小まめに充電することで、 
使用時間を維持できます。

*1 同じヘアスタイルをつくった場合の熱ダメージを髪の強度で測定。自社の同一製品をフレックスプレートと硬いプレートで比較。 *2 正確な連続使用時間（フル充電の場合）は、髪質、スタイリング方法、使用環境に
よって異なる場合があります。 *3 新しい電池を使用して標準試験環境（25 – 30℃）で試験を実施。充電時間は使用環境により異なる場合があります。



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。

製品仕様

シリーズ名 Dyson Airwrap™ Complete Dyson Airwrap™ Complete Long

カラー ニッケル／フューシャ 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 H448xW41xD47

型式 HS01 COMP FN HS01 COMP LG FN

付属アタッチメント

プレスタイリングドライヤー • •

40mm Airwrap™カーラー •

30mm Airwrap™カーラー •

40mm Airwrap™ロングカーラー •

30mm Airwrap™ロングカーラー •

スムージングブラシ（ソフト） • •

スムージングブラシ（ハード） • •

ラウンドボリュームブラシ • •

滑り止めマット • •

収納ボックス • •
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ダイソンヘア 日本公式アカウント（@dysonhair_jp）
ダイソンのヘアケア製品を使った、スタイリングのコツなどを配信しています。ぜひフォローしてください。

＜ダイソンお客様相談室＞では製品のアドバイスやアクセサリーツール、そしてダイソンの最新テクノロ
ジーもご案内いたします。月−日曜日および祝日※の午前9時から午後5時30分まで弊社専門スタッフ
が対応いたします。詳しくは弊社ウェブサイトをご確認いただくか、お電話にてお問い合わせください。
※年末年始、大型連休、その他の都合によりお休みさせていただくことがありますので予めご了承ください。

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。


