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製品は、購入日から2年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
用を含みます。弊社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＞までご連絡くだ
さい。専門スタッフが対応致します。

修理のご依頼も、＜ダイソンお客様相談室＞にご連
絡ください。保証期間内であれば、無償にて修理を
行います。その際、製品製造番号（シリアルNo.）や
ご購入日、ご購入店舗をお知らせください。

製品製造番号（シリアルNo.）は、電源コードに貼付
された製品ラベルをご確認ください。

このたびはDyson 
Supersonic™ヘアードラ
イヤー（プロ用）をご購
入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。）
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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。

ダイソンお客様相談室
0120-295-731 
9:00AM～5:30PM 

（年末年始等特別休暇除く）
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本製品について

Dyson Supersonic™ 
ヘアードライヤー

プロフェッショナル
コンセントレーター

スムージングノズル

フィルタークリーニ
ングブラシ
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滑り止めマットディフューザー

収納ストラップ

フィルターカ
バー
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各部の名前と働き
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吸気口

マグネット式フィルターカバー
お手入れ時の取り外しが簡単です（詳
しくは「定期的なお手入れ」セクショ
ンを参照してください）。

マイナスイオン
髪の静電気を抑えます。

風温切替
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
3段階の風の強弱調節機能。

LEDディスプレイ
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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。

アタッチメント
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収納ストラップと滑
り止めマット
本製品をフックにかけて収納
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。

プロフェッ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。
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ヒートシールドテクノロジー
アタッチメントの表面が熱くならないので、取り扱
いが簡単で、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。
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スムージングノズル
手ぐしで乾かす際に。なめらかな
風で髪を優しく乾かします。
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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「定期的なお手
入れ」のページを参照してくだ
さい。

3つの赤いライトがすべて点滅
し続ける場合は、＜ダイソンお
客様相談室＞までお問い合わせ
ください。

通常時の最高使用温度：100°C 
弱風と高温の組み合わせで使用した場合

温度過昇防止装置の作動温度：145°C

再度電源を入れないでください ＜ダイソンお客様
相談室＞にご連絡ください
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週1回のお手入れ

フィルターは、毎週お手入れいただ
く必要があります。

Dyson Supersonic™ ヘアードライヤー（プロ用）は、
優れた性能を実現するために高度な技術が採用され
ており、製品性能を維持するために、製品に付着し
たホコリやヘアケア製品の汚れを取り除く必要があ
ります。 
 
本製品には、製品を継続してご使用いただけるよう、
予備のフィルターカバーとフィルタークリーニングブ
ラシが同梱されております。

電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセン
トから抜き、本体の温度を下げてからお手入れ
を行ってください。

定期的なお手入れ

フィルター（網目） フィルターカバー

フィルタークリーニングブラシ
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1 2

clik

clik

clik

clik

フィルタークリーニング
ブラシを電源ケーブル
の上から被せ、フィルタ
ーカバーの方へ移動さ
せます。フィルタークリ
ーニングブラシを上下
左右に動かし、汚れを丁
寧に取り除きます。
清掃後、フィルタークリ
ーニングブラシを取り外
します。

本製品のハンドルをし
っかりと握り、フィルタ
ーカバーを外し、電源ケ
ーブルの方へ移動させ
てください。
フィルターカバーを慎
重に開き、電源ケーブル
から外します。
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3 4

clik

clik

clik

clik

流水（温水）でフィ
ルターカバーを洗っ
てください。

フィルターカバーを振
り、しっかりと水気を
取り除き自然乾燥させ
てください。
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5 6

clik

clik

フィルターカバーを取り
付けていない状態で、
本製品を使用しないで
ください。

フィルタークリーニン
グブラシを上下左右に
動かし、フィルター（網
目）の清掃を行い、ホコ
リなどを全て取り除き
ます。
フィルター（網目）のお
手入れに、水や化学薬
品を使用しないでくだ
さい。

フィルターカバーを慎重
に開き、電源ケーブルの
上から被せます。
フィルターカバーを本製
品のハンドルの方へ移動
させ、カチッと音がする
まではめこみ、所定の位
置まで回転させセットし
てください。
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ヘアケア製品の汚れを
更に清掃する（任意）

定期的なお手入れを行った後も、本製品の動作が通
常と異なる、あるいはライトが点滅し続ける場合は、
目に見えないヘアケア製品の汚れを、追加のお手入
れで取り除く必要があります。

フィルター（網目） フィルターカバー

フィルタークリーニングブラシ
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1 2

clik

clik

clik

clik

本製品のハンドルをし
っかりと握り、フィルタ
ーカバーを外し、電源ケ
ーブルの方へ移動させ
てください。

フィルターカバー
を慎重に開き、電
源ケーブルから外
します。
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3 4

clik

clik

clik

clik

フィルターカバーをぬ
るめのせっけん水に約
30分間漬けます。

フィルタークリーニング
ブラシをフィルターカバ
ーに被せ、上下左右に
動かし、汚れを丁寧に
取り除きます。
 
清掃後、フィルタークリ
ーニングブラシを取り
外します。

約 30
分間
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clik

clik

5 6

clik

clik

せっけん水やホコリが
残らないよう、流水（温
水）で十分にすすいでく
ださい。
 
フィルターカバーを振
り、しっかりと水気を取
り除き自然乾燥させてく
ださい。

フィルターカバーを慎重
に開き、電源ケーブルの
上から被せます。
 
フィルターカバーを本製
品のハンドルの方へ移動
させ、カチッと音がする
まではめこみ、所定の位
置まで回転させセットし
てください。

フィルターカバーを取り
付けていない状態で、
本製品を使用しないで
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。
お使いになる方や他の方への
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
製品本体、フィルター、及びアタ
ッチメントには磁石を使用して
います。

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
メディアなどに近づけないよう
にしてください。
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警告
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。
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。

2. 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。

3. お子様のいるところで使用する
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
注意を払ってください。

4. 使用後は必ず電源プラグをコン
セントから抜いてください。

5. 警告:本製品は浴槽、シャワー、
洗面器、またはその他水のある
場所では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、事故を避け
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るために、直ちに運転を止め、
必ず＜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、コンセントか
ら電源プラグを抜き、本製品本
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
ントに電源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。

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
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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。

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. 本製品のお手入れには、乾いた
布をご使用ください。本製品の
いかなる部分にも、潤滑油、洗
剤、ツヤ出し剤、芳香剤などを
使用しないでください。

14. 点検、修理が必要な場合は、＜
ダイソンお客様相談室＞ まで
ご連絡ください。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。

15. 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。
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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
上のご注意」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、＜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電源
プラグを抜いてください。本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
• 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。

2年間のメーカー保証
購入日より2年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。

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。

• 本製品を髪を乾かす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。
• 並行輸入品。
• 弊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、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。
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• 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。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。

• 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。
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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。

ダイソンお客様相談室 
0120-295-731 

9:00AM～5:30PM（年末年始等特別休暇除く）

製品仕様について
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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