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取扱説明書

HS03 Dyson Corrale™ヘアアイロン
（プロモデル）

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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このたびは
Dyson Corrale™ヘアアイロンを
ご購入いただきありがとうございます。

熱だけに頼らずに自在にスタイリング 
できるよう、ダイソンのエンジニアは 
しなやかなフレックスプレートを開発しました。 
優れた柔軟性、強度、熱伝導性をもつ 
素材から成るプレートで 
髪を寄せ集めて包み込み、お好みの 
スタイリングをお楽しみいただけます。

詳しい情報はこちらからご覧いただけます。 
www.dyson.com/mycorralestylist

ー スタイリングのヒントとご使用方法 
ー 本製品の特徴 
ー 2年間のメーカー保証を有効にする

詳しい情報はこちらからご覧いただけます。 
www.dyson.com/mycorralestylist

２年間のメーカー保証をお受けいただくために、
本製品のご登録をお願いします。 
ダイソンは、ご購入後も 
製品に関するサポートを提供いたします。

また、保証期間を過ぎても、 
ご質問やご不明な点がございましたら 
＜ダイソンお客様相談室＞まで 
お問い合わせください。

ダイソンオーナー限定のスペシャルオファー 
ー 購入日から2年間のメーカー保証 
ー 迅速なサービス 
ー 専門スタッフが週7日対応 
 （年末年始等の特別休暇を除く） 
ー スタイリングのヒントとご使用方法

製造番号（シリアルナンバー）は、 
製品箱に貼付された製品ラベルと、 
本製品本体に記載されています。

メーカー保証をお受けいただく際に必要と 
なりますので、この番号を必ずお控えください。

製品ラベルサンプルイメージ（詳細は実物と異なります。）

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を除く）



3

本製品について

各部の名前と働き

Dyson CorraleTM

ヘアアイロン
360度回転

マグネット式充電器
耐熱ポーチ

フレックスプレート
髪を包み込んで、
コントロールします。

有機ELディスプレイ
設定温度およびバッテリー
残量を表示します。

温度設定
温度を165°C、 185°C 、210°Cの
3段階で設定でき、
髪質やお好みの仕上がりに合わせて
スタイリングすることができます。

ロックボタン
使用後は、フレックスプレートを
閉じた状態でロックボタンを
スライドさせることで固定できます。

電源ボタン

充電用LEDライト

充電ドック
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バッテリーコネクター
この操作をしていただかなければ、
本製品をご使用いただけません。
バッテリーコネクターは、
バッテリーと発熱体を接続するためのものです。

最初のご使用前にバッテリーコネクターを
引き出し、オレンジの面が下になるように180度回転させ、
押し込んでください。その後は取り外さないでください。

ロックを解除する

ゆっくりと引き出す

オレンジの面が下になるように
180度回転

押し込む
*取り外さないでください

はじめに
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初めてご使用になる前に、
本製品を完全に充電してください。

ブラシを使って髪の流れを整え、
もつれなどない乾いた髪に使用してください。

電源をオフにする
1. 有機ELディスプレイの表示が

消えるまで、電源ボタンを
長押ししてください。

2. 本製品を閉じて、ロックボタンを
スライドさせてください。

3. フレックスプレートの温度が
下がるまで、電源ボタンは点滅します。

4. 電源ボタンを押さずに本製品を閉じると、
電源は自動でオフになります。

電源をオンにする
1. ロックボタンをスライドさせ、

本製品を開いてください。

2. 有機ELディスプレイにバッテリーの
アイコンが表示されるまで、
電源ボタンを長押ししてください。

3. 温度設定ボタン（+）を押し、
設定したい温度を選択してください。

4. 電源ボタンが赤く点滅し、
加熱します。

5. 有機ELディスプレイに
チェックマークが表示、
電源ボタンが赤く点灯し
お知らせ音が鳴ると
お使いいただけます。

温度設定
1. 温度設定ボタン（＋／－）を押し、

お好みの温度を選択してください。

2. 3段階の温度設定。
より低い温度でスタイリングを
実現します。

スタイリングのヒントや
詳しい使い方をご覧いただけます。 
www.dyson.com/mycorralestylist

3. 設定温度に到達するまで、
有機ELディスプレイには
設定温度と現在の温度が表示され、
電源ボタンが点滅します。

スリープモード
1. 本製品の電源を入れた状態で、

５分以上操作が行われないと、
フレックスプレートの加熱が停止し、
温度が下がります。

2. 電源ボタンが赤く点滅し、
10秒ごとにアラート音が鳴ります。

3. 再度加熱するには、電源ボタンか
温度設定ボタンのいずれかを
押してください。

4. 最後に設定した温度まで
加熱します。

5. スリープモードからさらに
5分間操作が行われないと、
電源は完全にオフになります。

スタイリングのヒントや
詳しい使い方をご覧いただけます。 
www.dyson.com/mycorralestylist

ご使用方法

設定温度

現在の温度
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ご旅行に携行される場合

充電ドックの組み立て

国土交通省航空局の法令により、本製品は、
日本の空港への持ち込み・持ち出し
両方において、預け入れ・手荷物ともに認められておりません。
万が一、本製品を空港で没収された場合、
弊社では一切の責任を負いかねます。

充電ドックは、本製品の充電にも、
収納スタンドとしてもお使いいただけます。

充電ドッグの上部の透明パーツを、
カチッとはまるまで台座に差し込みます。

充電ドックの台座部分に
360度回転マグネット式充電器を接続してください。
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充電する

設定の変更

ハイブリッドモード
360度回転マグネット式充電器を
製品本体につないだ状態で、
本製品を使用することができます。
充電器につなぐことで本製品の
使用可能時間を引き延ばすことが
できますが、充電器とつながっていても
使用中はバッテリーの電力を
使用するため、ご使用前後に
製品を充電する必要があります。

ハイブリッドモードでのご使用前に、
完全に充電することをおすすめします。

1. Dyson CorraleTMヘアアイロンの
性能が最大に発揮されるよう、
ご使用の前後には常に完全に
充電してください。

2. 充電が必要な場合、
有機ELディスプレイの
バッテリーアイコンが点滅し、
音でお知らせします。

3. 完全に充電が切れると、
バッテリーアイコンが点滅し、
5秒間お知らせ音が鳴ったあと、
電源がオフになります。

4. 充電中は充電用LEDライトが
オレンジ色になり、完全に
充電されると緑色になります。

5. 本製品は、充電ドックを使用、
または360度回転マグネット式
充電器に直接接続して
充電してください。

6. 本製品の電源がオフの時に
360度回転マグネット式充電器を
接続すると、お知らせ音が鳴ります。

バッテリー切れ

お知らせ音 
オン

お知らせ音
 オフ

充電中

お知らせ音のオン／オフ
1. ご使用中のお知らせ音をオフにする

ことができます。

2. 安全にご使用いただくために、
スリープモード時のお知らせ音と
アラート音はオフにできません。

3. お知らせ音をオフにするには、
電源ボタンと温度設定ボタンの
マイナス（－）を長押ししてください。

温度表示の変更
1.  温度表示を°C（摂氏）または

°F（華氏）からお選びいただけます。

2. 温度表示を変更するには、
電源ボタンと温度設定ボタンの
プラス（+）を長押ししてください。

3. ご希望の温度表示が
有機ELディスプレイに表示されたら、
ボタンを離してください。

4. スピーカーアイコンの横に
バツ（×）が表示されると、
お知らせ音はオフになります。

5. 同じ操作を繰り返すと、
お知らせ音がオンになります。
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お手入れ

アラート表示

本製品の電源をオフにし、フレックスプレートの温度が
下がりきってから、お手入れを行ってください。

湿らせた柔らかい布で、フレックスプレートに付着した
ヘアケア製品による汚れなどをやさしく拭き取ってください。

フレックスプレートの表面を傷つけるおそれがあるため、
薬品や研磨剤は使用しないでください。

過度な温度上昇
本製品の電源をオフにして、
本体を冷ましてください。

充電エラー
正常に充電されていません。
＜ダイソンお客様相談室＞に
お問い合わせください。

リセット
本製品の電源をオフにし、
再び電源をオンにしてください。

その他のエラー
不具合の可能性があります。
＜ダイソンお客様相談室＞に
お問い合わせください。


