
取扱説明書（プロ用）



お買い上げ後30日以内に登録いただくと、 
購入日より6ヶ月間のメーカー保証が適用されます。
保証には、修理にともなう部品代や作業費用が含
まれます。 
 
ダイソンの迅速かつ最適なサービスを確実に受け
ていただけるよう、お買い上げ後すぐに保証登録を
行ってください。また、お買い上げ日を示すレシー
ト、領収書、配送伝票などを保管してください。 
 
ダイソン製品の使用に関するご相談やお問い合わ
せは、＜話そうダイソンお客様相談室＞にご連絡く
ださい。専門スタッフが対応いたします。
ダイソン公式サイトwww.dyson.co.jp/supportでは、
ダイソン社および製品に関する情報、ビデオ、オン
ラインサポートなどをご覧いただけます。
製品製造番号（シリアルNo.）は、プラグのケーブル
に貼付された製品ラベルに記載されています。今後
の参考のために、本取扱説明書の最終ページにシリ
アルNo.を控えておいてください。

このたびは  
Dyson Supersonic ™  
ヘアードライヤーを
お買い上げいただき
ましてありがとうご
ざいます。

製品ラベルサンプルイメージ（詳細は実物と異なります。）



従来のヘアードライヤーは、 
モーターが大きくかさばるため、
ヘッド部分にモーターを搭載する
必要がありました。 
だからこそ、1960年代から今日に
至るまでドライヤーのデザインは
似たようなものでした。 
 
ダイソンはパワフルな小型デジタ
ルモーターをハンドル部分に搭載
することで、全く新しいヘアー 
ドライヤーを実現しました。 
また、Dyson Supersonic™ヘアー
ドライヤーの頭脳となるマイクロ
プロセッサーを使用することで、
温度調整を徹底し、髪本来のツヤ
を守ります。

話そうダイソンお客様相談室
0120-295-731 
9:00～17:30　 
*年末年始等特別休暇を除く 
www.dyson.co.jp

ダイソン公式サイトwww.dyson.co.jp/supportでは、
ダイソン社および製品に関する情報、ビデオ、 
オンラインサポートなどをご覧いただけます。



本製品について

Dyson Supersonic™ ヘア
ードライヤー

プロフェショナルコンセン
トレーター

ディフューザー



滑り止めマット収納ストラップ



機能



吸気口

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。

マイナスイオン
髪の静電気を抑えます。

風温切替ボタン
4段階の風温調整機能。
冷風モードを含みます。

電源オン/オフ
スライド式スイッチ。

コールドショットボタン
プッシュ式の冷風モード切替機能。 
温風で髪を整えた後、仕上げに冷
風を使用することで、セットが長持
ちします。

風速切替ボタン
3段階の風の強弱調節機能。

LEDディスプレイ



アタッチメント

プロフェショナルコンセントレーター
ブラシに対して素早く、 
的確に集風します。

収納ストラップと 
滑り止めマット
フックにかけて製品を収納する場合、ハンドル下の
凹凸のある部分に収納ストラップを取り付けてくだ
さい。使用中、製品を何かの上に置く場合は、滑り
止めマットの上に置いてください。



便利なマグネット式アタッチメント
マグネット式なので、ノズルなどのアタッチメントを
ワンタッチで取り付けることができます。また、アタ
ッチメントは、360度回転できるので、風の向きを
お好みの向きに合わせることができます。

ヒートシールドテクノロジー
ディフューザーは表面が熱くならないので、使用
中でも、髪に近づけてスタイリングすることが
できます。

ディフューザー
カールやウェーブなど、パーマスタイルに。 
均一に分散した風が、髪の縮れを防ぎ、ふんわりと
乾かします。弱めの風量、低めの温度でご使用にな
ると効果的です。



LEDディスプレイ

診断
LEDが点滅し、以下のエラーをお知らせします。

風速・温風設定
LEDの点灯によって使用中の設定がわかります。

風の強さ

高温

風温

低温/スカルプモード

中温

冷風/コールドショット無点灯

強風

中風

弱風

フィルターのお手入れをしてく
ださい。詳しくは「お手入れ方
法」を参照してください。

＜話そうダイソンお客様相談室＞
にご連絡ください。

通常時の最高使用温度: 85°C

温度過昇防止装置の作動温：115°C



＜話そうダイソンお客様相談室＞
にご連絡ください。



お手入れ方法

製品のハンドルをしっか
りと握り、フィルター 
カバーを反時計回りに
回します。

フィルターカバーを本体か
ら引き下げます。糸くずの
出ない布または柔らかい
ブラシでフィルターカバー
及び網目からホコリやゴミ
を取り除きます。

お手入れは、ドライヤー使用中に風速LEDディスプ 
レイが、３つ点滅した際に行ってください。お手入れ
をする前に、必ず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いてください。
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フィルターカバー及び網
目は水洗いしないでく
ださい。
 
網目に、力を加えすぎな
いようにしてください。

フィルターカバーを本体
にスライドさせて戻し、
時計回りに回します。
 
必ず本体の丸印とフィ
ルターカバーの丸印を
合わせて、ロックしてか
らご使用ください。
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安全上のご注 
意 – 必ずお守りく
ださい
本製品をご使用になる前に、取
扱説明書および製品に記載され
ている説明と警告マークのつい
た事項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。

安全上の警告 
・注意
ノズルなどのアタッチメントに磁
石を使用しています。
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. ペースメーカー、除細動器、クレ
ジットカード及び磁気系の記憶
メディア等に近づけないようにし
てください。



安全上の警告 
・注意

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。

2. 本製品をお子様や、身体・知覚・
思考能力が著しく低下している
方が単独で使うことは絶対にお
止めください。ご使用の際には
安全に使用できる環境下かつ製
品の安全な使用方法と危険性
を理解している方の指示監督の
もとで使用するようにしてくだ
さい。

3. 子供のいるところで使用する場
合は、十分注意してください。子
供が本製品で遊ばないよう注意
を払ってください。

4. 製品を浴室で使用される場合は、
使用後に電源プラグを抜いてく
ださい。水の近くに置くと、製品
の電源が切れている場合でも危
険を及ぼします。

5. 警告：本製品を浴室などの水の
近くで使用しないでください。



6. 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
受けられた場合は、直ちに運転
を止め、必ず＜話そうダイソンお
客様相談室＞にご連絡ください。

7. 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、電源コンセント
からプラグを抜き、製品本体の
熱を冷まして下さい。

8. 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プラ
グを差し込んだりしないでくだ
さい。

9. 髪を乾かす以外の用途で本製品
を使用しないでください。

10. 濡れた手で電源プラグや本製品
を触らないでください。

11. 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。電源コードを引っ張らな
いでください。延長コードの使
用はお避けください。なお、タコ
足配線はお避けください。



使用中、送風口とその周辺ならびにアタッチメント
が高温になる可能性があります。

12. 電源コードは引っ張ったり、無
理に曲げたりしないでください。
電源コードを熱いものの上に置
かないでください。また、本体に
巻きつけないでください。

13. 本製品のいかなる部分にも、潤
滑油、洗剤、ツヤ出し剤、芳香剤
等を使用しないでください。

14. 点検、修理が必要な場合は、＜
話そう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。

15. 本製品がうまく機能しない場合、
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＜話そうダイソンお客様相
談室＞にご連絡ください。



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
上の警告・注意」をよく読み、その内容に沿ってご使
用ください。

点検・修理と異常発生時
• 点検や修理は、本取扱説明書に記載されている内容、また

は、＜話そうダイソンお客様相談室＞の指示によるもの以
外は行わないでください。

• 異常が発生した場合は、点検前に必ずコンセントからプラ
グを抜いてください。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。

廃棄に関するご案内
• ダイソンの製品は、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、および、リサイクルに関するより詳細な情報は、
それぞれの自治体の行政窓口でアドバイスを受けてくだ
さい。

メーカー保証適用の条件
ダイソン製品に関するご相談やお問い合わせは、＜話そう
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。

• 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。

• 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、必ずダイソンにご連絡
ください。弊社以外で行った修理や改造に起因する事故 
にはダイソンは責任を負いません。

6ヶ月間のメーカー保証
購入日より6ヶ月間のメーカー保証が適用され、修理にと
もなう部品やサービス費用がこの保証に含まれます。

6ヶ月間のメーカー保証適用の条件

メーカー保証内容
• お買い上げ日から6ヶ月以内に、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、すべての部
品の交換及び製品修理サービスまたは交換を無料でご提供
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、ダイソン社が代替となる別の部品に
交換します。）

• 修理・交換作業はすべてダイソン社が承ります。
• 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。
• 修理・交換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。修理・交換作業はすべて弊社が承り
ます。 
なお、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。

• 本製品を髪を乾かす以外の用途で使用された場合。
• ダイソン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。
• ダイソン社製純正部品以外を使用した場合。
• ダイソン社以外によって行われた、誤った組み立て。
• 並行輸入品。
• ダイソン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、ガス

害、異常電圧で生じた故障及び損傷。
• お買い上げ後の移設、輸送、落下などによって生じた故

障及び損傷。
• お買い上げ後、保証登録時にお買い上げ年月日、お客様

のご氏名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えら
れた場合。

• 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＜話そうダイソンお
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
• 保証はお買い上げ日を持って発効となります。ただし、購

入後製品を店舗から発送される場合は、配達日をもって発
効となります。

• ダイソン製品に対してサービスをお受けになるには、該当
製品製造番号、購入日、購入店舗名（販売店名や通販カタ
ログ名など）をお客様にご提示いただく必要があります。
これらの情報が確認できるよう、お買い上げ明細書は大切
に保管してください。

• 修理・交換作業はすべて弊社が承ります。
• 修理・交換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。

 



個人情報の利用目的について
弊社の「お客様のプライバシー情報の保護に関する方針」
はダイソンホームページ（www.dyson.co.jp)に記載してお
ります。個人情報に関するご質問やお問い合わせは、弊社
フリーダイヤルでも受け付けております。ダイソンは収集
したお客様の個人情報を、下記の範囲内で利用し、お客様
の同意なくその他の目的に利用することはいたしません。

• 弊社製品に関連するアフターサービスのご提供。
• その他、カスタマーサポートのご提供（お客様からの各種

お問い合わせ、資料請求に対応するなど）。
• 弊社の新製品、イベントやサービスに関する情報のご提供

（DM・電話・Fax・Eメール・携帯メールなどによるご案
内を含みます）。

• 弊社製品品質ならびにサービス向上のためのアンケート調
査・モニター調査。

• 弊社ウェブサイト改善のためのアクセス状況、利用状況
など。

• 特定個人を識別できない統計的データ（例：弊社のお客様
の50％がオンラインで製品部品を購入しているなどのデ
ータ）の作成、開示及び公表。

話そうダイソンお客様相談室
0120-295-731 
9:00～17:30　 
*年末年始等特別休暇を除く 
www.dyson.co.jp

製品仕様について
製品の仕様及びデザインは性能改善などのため、ここに示
された内容から変更されることがあります。また、本体イ
メージは細部が実際と異なる場合があります。
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