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製品の取り扱いと
機能について
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このたびはダイソンの 
ロボット掃除機を 
ご購入いただきまして
ありがとうございます。

Dyson Link アプリでできること

本製品の使い方

掃除を始める

メンテナンス

ライト
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Dyson Link アプリで
できること

ロボット掃除機をカスタマイズできます。

ステップに沿ってセットアップいただくことで、
サポートを受けることができます。

本製品のスケジュール設定ができます。

本製品による掃除の進捗状況を確認できます。

3つの運転モードから選択することで、運転時間
を長くしたり、吸引力を強くしたり、運転音を減
らしたりと、掃除をカスタマイズすることが可能
です。

自動ソフトウェアアップデートにより、本製品を
常に最新の状態に維持します。
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AppleおよびAppleロゴは米国およびその他の国で
Apple Inc.の商標として登録されています。 
App Storeは米国およびその他の国でApple Inc.の
サービスマークとして登録されています。

Google PlayおよびGoogle Playのロゴは、 
Google Inc.の商標です。

その他情報およびサポート関連のお問い合わせ
www.dyson.co.jp/support
ダイソンお客様相談室
0120-295-731
9:00AM～5:30PM
(年末年始等の特別休暇除く)

App StoreまたはGoogle Playから最新のDyson Link 
アプリをダウンロードしてください。

アプリを開き、画面の指示に従って、本製品との接
続を行ってください。
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ナビゲーション

特別に設計されたビジ
ョンシステムがご自宅
内で本製品を適切に作
動させます。

本製品は360°の視野を
持ち、室内で自らの位
置を認識します。

さらに、赤外線セン 
サーが室内の広さを 
認識し、家具や階段の
段差などの障害物を 
避けます。

ヒント: 適切に動作させ
るため、乾いたやわらか
い布でレンズと赤外線
センサーを定期的に拭
いてください。

学習機能

本製品は、室内の掃除
を行う度にご自宅の間
取りを学習し、マップを
構築します。

作成したご自宅の間取
り図をDyson Link アプ
リから確認することが
できます。

ヒント: 全ての機能を
ご利用いただけるよ
う、Dyson Link アプリ
の自動ソフトウェアアッ
プデートを設定し、本製
品のソフトウェアを最
新の状態に維持してく
ださい。

掃除

本製品は、ダイソンの様
々な特許技術を組み合
わせることによって掃除
を行います。

機体と同じ幅の回転ブ
ラシ（ブラシバー）が室
内の隅々まで掃除する
ことを可能にし、運転モ
ードの設定により、ダイ
ソン デジタルモーター
の性能を調整すること
で、あらゆる種類の床面
に対応します。

ヒント: 性能を維持する
ため、フィルターを定期
的にお手入れし、ゴミ
を回転ブラシ（ブラシバ
ー）や駆動ベルトから取
り除いてください。

本製品の使い方
性能を最大限に活用するために
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カスタマイズ

Dyson Link アプリを使用
して、本製品の動作や掃
除スケジュールを設定す
ることができます。

3つの運転モードからご
自宅の環境に合ったモー
ドを選択できます。例え
ば、傷つきやすい床面で
は、回転ブラシをオフに
することができます。

ヒント：新機能や改善を
リリースと同時にご利用
いただくために、Dyson 
Link アプリを最新のバ
ージョンに維持してくだ
さい。

LED 照射ライト

LED 照射ライトは、暗
い場所でも本製品が掃
除できるよう手助けし
ます。

本製品のセンサーが
暗いエリアを感知する
と、LED 照射ライトで照
らし、ナビゲーションし
ます。

ヒント: 適切に動作させ
るため、乾いたやわらか
い布で、LED 照射ライト
を定期的に拭いてくだ
さい。

運転時間と充電

本製品の運転時間と充
電時間はおよその表示
です。

フル充電が表示されて
いなくても、掃除を始め
ることができます。

本製品は、充電ドック
から掃除を開始した場
合、自動で充電ドックへ
戻り、再度充電を行いま
す。掃除中は、本製品の
掃除時間を最適化する
ため、フル充電となるの
を待たずに掃除を再開
します。

ヒント:「掃除を始める」
のセクションで、詳細を
ご確認ください。

その他情報およびサポート関連のお問い合わせ
www.dyson.co.jp/support
ダイソンお客様相談室
0120-295-731
9:00AM～5:30PM
(年末年始等の特別休暇除く)
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電源インジケーター
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セットアップ

充電ドックを90°に開
き、壁につけます。

電源プラグをコンセ
ントに差し込み、電源
コードを充電ドックに
ある電源ソケットのど
ちらか一方に差し込み
ます。

電源インジケーター
に青いランプが点灯し
ており、電力が供給さ
れていることを確認し
ます。

余分なコードは電源プ
ラグに巻き付けてくだ
さい。

充電ドックから半径
50cm以内に物がないこ
とを確認してください。

充電

クリアビンを壁のほう
に向け、本製品を充電ド
ックに設置します。

充電ライトが点灯し、本
製品が充電中であるこ
とを確認してください。

部屋の片付け

薄手のラグや動きやす
いものを床に置いたま
まにしないでください。
吸い込まれる恐れがあ
ります。

靴ひもや薄いケーブル
など、回転ブラシに絡
まる恐れのある小さな
物を置かないでくださ
い。

本製品の破損につなが
る恐れがあるため、あ
らかじめこぼれた液体
を拭き取り、先のとが
った物を片付けてくだ
さい。

室内の段差付近10cm以
内に、カバンや靴など
の物がないことを確認
してください。

掃除を始める

充電ドック

電源コード

電源プラグ コード類を床の上に置かない
床やマットの上に物を置かない
段差付近に物を置かない

4
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掃除する 
（自動充電あり）

電源ボタンを押すと、本
製品は走行可能なエリ
アを掃除します。

バッテリーが少なくなる
と、充電ドックに戻り充
電を行います。

再充電されると、本製
品は自動で掃除を再開
します。

掃除する 
（自動充電なし）

充電ドックから離れた
場所からも掃除を開始
することができます。

本製品は、1回分の充電
で走行可能なエリアを
掃除します。

バッテリーが少なくなる
と、掃除を開始した場
所に戻り、電源をオフ
にします。充電は行い
ません。

その他情報およびサポート関連のお問い合わせ
www.dyson.co.jp/support
ダイソンお客様相談室
0120-295-731
9:00AM～5:30PM
(年末年始等の特別休暇除く)



24
時間以上
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メンテナンス
定期的にお手入れを行ってください。

プレモーターフィル 
ターを取り外す:

「クリアビン取り外しボ
タン」を押して、クリア
ビンの裏のフィルター
カバーを取り外します。

プレモーターフィル 
ターを再度取り付ける:

フィルターを押し元の
位置にはめ込み、クリア
ビンを取り付けます。

ポストモーターフィル
ターを取り外す:

フィルターカバーのボタ
ンを押し、フィルターを
取り外します。
フィルターを引き上げ、
本体から取り外します。

ポストモーターフィル
ター再度取り付ける:

フィルターを押し元の
位置にはめ込み、フィル
ターカバーを取り付け
ます。

水が濁らなくなるまで
水道水でフィルターを
繰り返しすすいでくだ
さい。

フィルターをかるくた
たいて、水気をはら
い、24時間以上乾燥さ
せてください。

元の位置に取り付ける
前に、フィルターが完
全に乾いていることを
確認してください。

フィルターの洗浄と乾燥

フィルターは、3ヶ月毎を目安に水道水で洗浄してください。
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回転ブラシのメンテナンス

回転ブラシを定期的に点検してくだ
さい。

コインを使って回転ブラシを取り外
し、ゴミを手で取り除きます。

駆動ベルトのメンテナンス

駆動ベルトを定期的に点検してくださ
い。

本製品を逆さまにして傷のつかないよ
う柔らかい布などの上に置き、ゴミを
手で取り除きます。

クリアビンのゴミを捨てる

掃除の前と、ゴミがMAXマークに達
した場合にメンテナンスを行ってくだ
さい。「クリアビン取り外しボタン」
を押します。クリアビン全体を袋に入
れ、サイクロンをクリアビンから外し
て、中身を袋にあけてください。

通常メンテナンス

赤外線センサー、レンズ、LED 照射 
ライトの定期的なお手入れを行って
ください。

乾いたやわらかい布で、本製品本体、
特にレンズ、赤外線センサーを拭いて
ください。
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その他情報およびサポート関連のお問い合わせ
www.dyson.co.jp/support
ダイソンお客様相談室
0120-295-731
9:00AM～5:30PM
(年末年始等の特別休暇除く)

メンテナンス

ソフトウェアアップデート

本製品の性能を最大限に活用いただけ
るよう、最新のソフトウェアへアップ
デートしてください。

Dyson Link アプリを使用
した自動ソフトウェアアッ
プデート

Dyson Link アプリをダウンロードする
と、自動的にアップデートされるよう
に設定できます。
新しいソフトウェアがリリースされる
と、自動的にダウンロードされ、イン
ストールを完了します（本製品が充電
ドックに設置され、Wi-Fiに接続、かつ
運転していない状態時）。

USBを使用した手動ソフ
トウェアアップデート

ダイソンのウェブサイト、 
www.dyson.co.jp/support からソフ 
トウェアの更新を確認し、アップデー
トしてください。

13
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バッテリー残量

充電ドック
本製品は充電ドック
に戻り、再充電を行い
ます。

運転ボタン
掃除を開始もしくは停
止するには、このボタ
ンを押します。
電源をオフにするに
は、ライトが消えるま
で長押ししてくださ
い。

Wi-Fi 接続
詳細はDyson Link アプ
リをご確認ください。

ステータスリング
本製品のステータス
を表示します。

ライト

掃除中
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空気経路
空気の流れが遮られていないか
製品の空気経路を確認してくだ
さい。フィルターに目詰まりが
無いか確認してください。

駆動ベルト
駆動ベルトにゴミが詰ま
っている可能性がありま
す。詰まったゴミを取り除
き、近くの床面に本製品を
置き掃除を再開させてく
ださい。

回転ブラシ
回転ブラシにゴミが
絡まっていないか確
認してください。

掃除停止
掃除を完了できません
でした。本製品を充電
ドックに戻して、最初
から掃除を始めてくだ
さい。

ソフトウェアアップデート
ソフトウェアをアップデートしてい
ます。ライトが消えるまでお待ちい
ただき、掃除を開始してください。

エラーライトについて

本製品の点検後、運転ボタンを押すことで、掃除を再開することが
できます。「メンテナンス」のセクションを確認してください。

＜ダイソンお客様相談室＞
にお問い合わせください。
ダイソンのサポートが必要
となります。
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www.dyson.co.jp

弊社製品についてご質問がある場合は、該
当製品の製品製造番号（シリアルNo.)や購
入日、購入場所などの詳細事項をご用意の
上、＜ダイソンお客様相談室＞へお問い合
わせください。
専門スタッフが対応いたします。
ウェブサイトからもお問い合わせいただけ
ます。
製品製造番号（シリアルNo.）は、クリアビ
ンを取り外した所に貼付された製品ラベル
に記載されています。
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安全上のご注意
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1. 本製品は、本製品の使用に関して保護者の指示・監督を受けない限り、身

体能力又は感覚・思考能力が減弱している方（お子様を含む）が単独で使

用することはできません。

2. 本製品をおもちゃとして使用しないよう十分注意してください。お子様が

使用する場合、またお子様やペットのそば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十分注意してください。お子様

やペットが本製品の上に乗らないよう十分注意してください。

3. 本取扱説明書に記載されている説明に従って使用してください。本取扱説

明書、Dyson Link アプリ、弊社のウェブサイトで提供されていない、もしく
は＜ダイソンお客様相談室＞が勧めていないメンテナンスは行わないでく

ださい。

4. 本製品については、周囲温度10°Cから35°Cの範囲での保管・使用・充電
をお勧め致します。

5. 本製品がうまく機能しない場合、強くぶつけた場合、または落としたり破

損した場合、屋外に放置したり、液体に浸してしまった場合は、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。

安全上のご注意 –  
必ずお守りください
本製品を使用する前に、本取扱説明書および製品に記
載されている説明および警告マークをすべてお読みく
ださい。
お使いになる人や他の人への危害、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
これらの警告は、本製品本体、充電ドック、充電器に適
用されます。
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。
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6. 修理・点検が必要な場合は、＜ダイソンお客様相談室＞までお問い合わせ
ください。ご利用いただけるオプションをご案内いたします。本製品を分
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。

7. 乾いた床面にのみお使いいただけます。屋外やまたは濡れた表面上では使
用しないでください。また、水に触れる可能性のある場所、浸水の可能性の
ある場所で使用しないでください。

8. 屋外、浴室やトイレ、プールから3m以内の場所で本製品の設置、充電、使
用はしないでください。濡れた表面上では使用しないでください。また、蒸
気、雨、雪にさらさないでください。

9. 濡れた手で充電器、充電ドック、本製品本体を触らないでください。
10. 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。電源コードや電源プラグが破損した場合は、事故を避けるために、＜ダ
イソンお客様相談室＞へご連絡ください。

11. ガソリンなど引火性液体または可燃性液体を吸い取る可能性のある場所
で本製品を使用しないでください。また、引火性液体または可燃性液体の
蒸気が存在する場所で使用しないでください。

12. 落下のリスク：階段やバルコニーに到達する恐れのある場所では、本製品
を使用しないでください。棚や階段など、高い場所や狭い場所では本製品
を使用しないでください。

13. 本製品を使用中、特にDyson Link アプリ経由で予約してお掃除される際
は、ご家庭にいらっしゃる方全員が使用中であることを認識してくださ
い。

14. タバコ、マッチ、熱い灰など、燃えたり煙がでるものを吸い取る可能性のあ
る場所で本製品を使用しないでください。

15. 火のついた暖炉、ロウソクがある場所や、壊れやすい物が床にある場所で
本製品を使用しないでください。また、本製品が誤って衝突する恐れがあ
るため、燭台やテーブルの上にキャンドルがある場所では本製品を使用し
ないでください。

16. 使用前に掃除をする場所から、本製品にからまる恐れのある電気コードや
物をすべて片付けてください。

17. 幼児やお子様のいるお部屋、幼児やお子様が単独でいる、もしくは眠って
いるお部屋で本製品を使用しないでください。

18. 駆動ベルトや回転ブラシなど開口部や可動部に、髪の毛、すその長い洋
服、指、体のいかなる部分も近づけないでください。

19. クリアビンやプレモーターフィルター、ポストモーターフィルターを設置し
ていない状態で、本製品を使用しないでください。

20. 弊社が指定する付属品および交換部品のみをご使用ください。
21. メンテナンス中に電源ボタンを押さないようご注意ください。本製品に

は、製品本体が持ち上げられた場合に動作を停止する安全機能を備えて
います。

22. 火災または爆発が起こり、負傷につながる恐れがあるため、バッテリーが
損傷している場合や改造が行われた場合は、本製品を使用しないでくだ
さい。
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23. 本製品またはバッテリーを高温や火気にさらさないでください。130°C 以
上の高温または火気に近づけると、爆発の恐れがあります。

24. 充電についての指示に従い、バッテリーは本体から外して充電しないでく
ださい。充電を正しく行わない場合、または指定の温度範囲外で充電を行
った場合、バッテリー損傷につながり、火災の原因となる恐れがあります。

25. バッテリーに衝撃を与えないでください。万一、電池が液漏れした場合は、
漏れた液が皮膚や目に触れないようにしてください。皮膚や目などに触れ
た場合は次に従ってください。
 –皮膚に触れた場合 - 皮膚に炎症が起こる可能性があります。少量の石鹸
と多量の水で洗い流してください。
 –吸飲した場合 - 呼吸器に炎症が起こる可能性があります。ただちに医師
の診察を受けてください。
 –目に触れた場合 - 目に炎症が起こる可能性があります。すぐに目を水で
洗浄してください（最低15分間）。その上で必ず医師の診察を受けてく
ださい。
 –廃棄の方法 - 濡れた液が手などにつかないように手袋をするなどし、地
域の条例に従って破棄してください。

26. 警告 火災の恐れあり - 本製品を調理器具や高温になっている表面上、もし
くはその近くに置かないでください。また、本製品が損傷している場合で
も、本製品を焼却しないでください。バッテリーの発火または爆発の危険
性があります。

27. 警告 火災の恐れあり - 芳香剤や香りのついた製品を、本製品のフィルター
に使用しないでください。このような化学薬品は引火や火災の原因になる
恐れがあります。

本取扱説明書を大切に保管して
ください
本製品は、ご家庭内でのみご利用頂けます。
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DYSON LINK アプリへの接続

• Dyson Link アプリが動作するため
には、インターネットへの接続が必
要です。

• 本製品は、ほとんどの最新ルーター
がサポートする2.4GHzおよび5GHz
ネットワークに接続できます。互換
性については、お使いのルーターの
取扱説明書をご確認ください。

• 弊社の技術が現行のオペレーション
システムと互換性を保つよう努めて
いますが、保証されていません。ご
質問や最新の互換性のご確認の際
は、＜ダイソンお客様相談室＞まで
ご連絡ください。

• 本製品との接続設定を行うためには、
お使いのデバイスがBluetooth 4.0

（Bluetooth Low Energy）に対応して
いることが必要です。互換性につい
ては、お使いのデバイスの取扱説明
書をご確認ください。
 – サポートされている 
Wi-Fi プロトコル：
 – IEEE802.11a
 – IEEE802.11b（推奨されません）
 – IEEE802.11g
 – IEEE802.11n
 – IEEE802.11ac

レーザーに関する情報

• 本製品は、クラス1の不可視光レー
ザーを利用しており、直視しても危
険のない赤外線を放射しています。

使用前の準備

本製品の性能を最大限に発揮するた
めに、次のような障害物を取り除き、
床面を片付けておいてください。
• 可動部品に巻き込まれそうな物 -  

ヘッドフォンや充電器ケーブルな
どの細いコード、靴ひも、布製の物、
カーテンや敷物、飾り房などが付い
たゆったりとしたラグ。

• 吸い込みが難しい表面 - バスマット
や動物の皮でできたじゅうたんなど
のゆったりとしたラグ、ディープパイ
ル地のラグ。

• 吸引すると損傷を与えたり詰まりの
原因になるもの - 雑誌や新聞、液体、
先のとがったもの。

• 落下検出センサーの機能を妨げる
もの - 段差付近のカバンや靴。

• 段差付近10cm以内にある全ての
障害物。

• 電源コードは、踏まれたり、足を引
っ掛けたり、製品に引かれる危険の
ない場所に設置してください。損傷
や負担の恐れがあります。

• ご家庭の備品を壊さないようにす
るため、台の上の花瓶など壊れやす
い物は清掃範囲に置かないでくだ
さい。

• 掃除を行うエリアにお子様やペット
が近づかないように十分注意してく
ださい。

吸引時の注意

• フローリング、ラグ、カーペットで本
製品をご使用になる前に、メーカー
推奨のお手入れ方法をご確認くだ
さい。

• 木材やリノリウムなどの光沢のある
床面を掃除する場合は、最初に床
を傷つける原因となる異物が回転
ブラシについていないことを確認し
てください。

• 細かい粉じん（石こうの粉じんまた
は小麦粉、消火器の粉など）を吸い
込む場合は、ごく少量ずつ吸引する
ようにご注意ください。

• 硬くとがった物、小さいおもちゃ、ピ
ン、ペーパークリップなどの吸引に
は本製品を使用しないでください。
本製品を損傷する恐れがあります。

• 水を吸いこむ可能性のある場所で
は本製品を使用しないでください。

• センサーやナビゲーションカメラを
遮らないでください。

• 本製品の上に物を載せないでくだ
さい。

• 本製品を運ぶ際は必ず本体両側の
取っ手を使用してください。 

 

その他の重要事項
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本製品のお手入れ

• 本製品の清掃には、乾いた布のみご
使用ください。本製品のいかなる部
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。

• 本製品に水をかけないでください。
• センサーカバーとナビゲーションカ

メラが汚れていないこと、指紋や油
脂などのシミがついていないことを
確認してください。やわらかく乾い
たマイクロファイバー布で拭いてく
ださい。洗剤や洗浄液、スプレーな
どを使用しないでください。

• 回転ブラシと駆動ベルトを定期的
に点検し、ホコリ（髪の毛など）を
取り除いてください。回転ブラシや
駆動ベルトにホコリが残っている場
合、吸い込みを行う際フローリング
に傷がつくことがあります。

• 詰まりを点検するなど、本製品をひ
っくり返す必要がある場合は、柔ら
かい表面の上に置いてください。こ
れは、カメラやセンサーに傷がつく
ことを防ぎます。

• 指定された以外の方法で本製品ま
たはバッテリーの改造、修理を試み
ないでください。本製品が正常に作
動しない場合、＜ダイソンお客様相
談室＞までお問い合わせください。

• 修理・交換作業はすべて弊社のエン
ジニアが承り、ダイソン純正部品を
使用して行います。これは、本製品
が安全かつ適切に作動することを
保証するためです。

クリアビンのゴミを捨てる

• 毎回使用前に、クリアビンが空であ
ることを確認してください。

• 運転停止時のクリアビン内のゴミ
が、一部でもクリアビンのMAXラ
インの一番下のラインに到達したら、
ゴミを捨ててください。ゴミがMAX
ラインを超えた状態で本製品を使
用することは止めてください。ゴミ
がフィルターまで到達し、より頻繁
にフィルターのお手入れが必要と
なります。 

 

クリアビンのお手入れ

• クリアビンの清掃には、水道水のみ
ご使用ください。

• ホコリやゴミを取り除くため、乾い
た布またはブラシでサイクロンの網
目部を掃除してください。

• 元の位置に取り付ける前に、クリア
ビンが完全に乾いていることを確
認してください。

• サイクロン部を水に沈めたりサイク
ロン部に水を入れないでください。

フィルターの洗浄

• 「製品の取り扱いと機能について」
の「フィルターの洗浄と乾燥」のセ
クションを参照してください。性能
を維持するため、手順に従ってフィ
ルターを定期的に確認し、洗浄して
ください。

• フィルターを取り外す前に、本製品
が充電ドックから取り外されている
ことを確認してください。けがにつ
ながる恐れがあるためフィルターが
取り付けられていない状態で本製
品を作動させないでください。

細かいホコリを吸い込んだ場合は、よ
り頻繁なフィルター洗浄が必要になる
ことがあります。

異物の取り除き方

• 異物を確認する前に、本製品が充電
ドックから取り外されていることを
確認してください。けがにつながる
恐れがあるためフィルターが取り付
けられていない状態で本製品を作
動させないでください。

• 異物を取り除く場合は、尖った物体
が挟まっている恐れがあるので、十
分に気をつけてください。

• 再度使用する前に、各部位がすべて
所定の位置にしっかりと収まり、装
着されていることを確認してくだ
さい。

• 詰まった異物を取り除くことは保証
対象外です。

• 本製品は、カーボンファイバーブラ
シを採用しています。ブラシへ触れ
ることにより、まれに皮膚に刺激を
与えることがありますので、お気を
つけください。気になる場合は、手
を洗ってください。 
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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。

• 本製品を廃棄する際は、事前に本
製品本体からバッテリーを取り外し
てください。

• 各地域の条例や規制に従って、バ
ッテリーや電池（バッテリーや電池
の有無は機種により異なります）を
廃棄、もしくはリサイクルしてくだ
さい。

バッテリーに関する警告と注意

• バッテリーの交換が必要な場合は 
＜ダイソンお客様相談室＞までお問
い合わせください。

注意

• 本製品に使用されているバッテリー
の取り扱いを誤ると、火災または化
学薬品による火傷を負う恐れがあり
ます。分解、回路をショートさせる
こと、60°Cを超える加熱、または焼
却処分は禁止されています。バッテ
リーを交換する場合は、ダイソンの
専用バッテリーを使用してください。
他のメーカーのバッテリーを使用す
ると、火災や爆発の恐れがあります。
使用済みのバッテリーは速やかに
処分してください。お子様の手の届
かないところにおいてください。

本製品は、オープンソースソフトウェア
を採用しています。ソフトウェア、著作
権に関する注意事項、およびライセン
スに関する条件はwww.dyson.co.jpに
てご確認いただけます。本製品のソフ
トウェアはアップデートにより、変更さ
れる可能性があります。最新の情報は
www.dyson.co.jpにてご確認ください。
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メーカー保証
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メーカー保証適用の条件

本製品に関するご相談やお問い合わ
せは、＜ダイソンお客様相談室＞に直
接ご連絡ください。専門スタッフがす
ばやく対応いたします。その際に、製
品製造番号（シリアルNo.）とご購入日
をお知らせください。

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。メーカー保証内容、諸条件は、以
下に記載の通りとなります。
保証登録は、以下のいずれかの方法を
お選びいただけます。
• Dyson Link アプリでの登録
• オンライン登録: www.dyson.co.jp

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。
• 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。

• 本製品を家庭用以外の用途で使用
された場合。

• 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。

• 弊社以外による修理や改造。
• 異物が詰まった場合。（本取扱説明

書内に記載された異物の取り除き
方の注意点、対処の仕方を参考にし
てください。）

• ヒューズやブラシなど、通常の使用
による消耗。

• ゴム、灰、しっくいの上での本製品
の使用。

• 通常の使用によるバッテリーの消
耗、またはバッテリー寿命による使
用時間の減少。（バッテリー搭載モ
デルの場合のみ適用）

• 定格15A以上・交流100V、以外の
電源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、あるいは保証記録に記入された
購入年月日、お客様の氏名に誤りが
ある場合。

• 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。
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• 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。

DYSON LINK アプリを使用して登録
する場合

• お客様の製品を確実にDyson Link 
アプリに接続するために、Dyson 
Link アプリに登録いただく際、基本
的な連絡先情報を提供いただく必
要があります。 

• 登録時に、弊社からお知らせを受け
取ることを希望するか選択できま
す。弊社からのお知らせを受け取る
選択をした場合、特別キャンペーン
や最新の技術についてのニュースな
どの詳細をお送り致します。

ダイソンお客様相談室

0120-295-731 
9:00AM～5:30PM 
（年末年始等の特別休暇除く）
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