
DAFNI muse: 安全の手引きとユーザーマニュアル
やけど、感電、火事、ケガを防ぐため、DAFNI ブラシをご使用になる前に安全の手引きに目を通し、使用上の注意をお守りください。

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいた
だき、まことにありがとうございます。
•	正しく安全にお使いいただくために、この
取扱説明書をよくお読みください。
•	お読みになった後は、いつでも確認できる
場所に必ず保管してください。
•	本製品を他の人に譲渡するときは、この取
扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意
•	ご使用になる前に、この「安全上のご注意」
をよくお読みのうえ正しくお使いください。
•	定められた手順に従って、無理のないご使
用をお願いします。
•	異常が発生した場合は、ただちに使用を中
止し修理を依頼してください。
•	故障状態のままで使用されますと、身体に
悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対
におやめください。
•	ここに示した注意事項は、安全に関する重
要な内容を記載しておりますので必ずお守
りください。
•	注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の
程度を明示するために、誤った取り扱いを
することで生じると想定される内容を「警
告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

警告
誤った取り扱いをすると、人
が死亡または重傷を負う可
能性が想定される内容です。

注意
誤った取り扱いをすると、
人が傷害を負ったり物的損
害※の発生が想定される内
容です。

※	物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペッ
トにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について

してはいけないことを示しています。

しなければならないことを示してい
ます。

注意しなければならないことを示し
ています。

 警告（電源に関して）
●●電源コードを傷つけたり、破損
したり、加工したり、無理に曲
げたり、引っ張ったり、ねじっ
たりしない。
感電・ショート・火災の原因となります。破損
したときはお買い上げの販売店窓口まで修理を
ご相談ください。

●●ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜
き差ししない。ぬれた手で使用しない。
感電・ショートの原因となります。

●●電源プラグやコードが傷んでいたり、熱く
なったりするときは使用しない。●
コンセントへの差し込みがゆるいときは、
使用しない。
火災・感電・ショート・やけどの原因となりま
す。
破損したときはお買い上げの販売店窓口まで修
理をご相談ください。

●●収納時に電源コードを本体に巻き付けない。
電源コードに負荷がかかり断線し、感電・ショー
トの原因となります。

●●電源コードに重いものをのせたり、はさみ
こんだりしない。
感電・ショート・火災の原因となります。

●●電源コードを発熱部に触れさせない。
故障の原因となります。

●●電源コードを束ねたままで使用しない。
電源コードの熱が放出されず、火災の原因とな
ります。

●●ねじれた電源コードをそのまま収納しない。
電源コードに負荷がかかり断線し、感電・ショー
トの原因となります。

●●電源プラグやコードを引っ張って製品を移
動したり、持ち上げたりしない。
感電・ショート・発火・断線の原因となります。

●●電源コードが破損したら使用しない。
分解・改造をせず、ヤーマンコールセンターに
お問い合わせください。

●●タコ足配線しない。
感電・ショート・発火・故障の原
因となります。

●●電源コードを水につけたり、水
をかけたり、水洗いしない。
感電・ショート・発火・故障の原
因となります。

禁●止

タコ足配線
の禁止

水かけ禁止

●●必ず交流 100Vで使用する●
（無料保証は日本国内のみ）。
火災・感電・やけどの原因となり
ます。

●●定格 10A以上の壁面のコンセントに差し込
み単独で使用する。
単独で使用しないと火災・感電の原因となりま
す。
延長コードを使用する場合も定格 10A以上の
ものを単独で使用してください。

●●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ
張らずに必ず電源プラグを持って引き抜く。
火災・感電・やけどの原因やコードの断線の原
因となります。

●●使用後は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く。
火災・発火・やけどの原因となります。

●●電源プラグは、根本まで確実に差し込む。
火災・発火・やけどの原因となります。

●●万一、異常が発生したら、電源プラグをす
ぐに抜く。
動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、異常
状態のまま使用しないでください。

●●お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセ
ントから抜く。
感電の原因となります。

 警告（ご使用・保管に関して）
●●取扱説明書に記載の用途以外に
使用しない。
けがをしたり、本製品が故障する原
因となります。

●●絶対に改造・分解・修理しない。
発火・異常動作によるけがのおそれがあります。
破損したときはお買い上げの販売店窓口まで修
理をご相談ください。

●●可燃性の整髪料などを同時に使用しない。
火災・髪の焦げ・やけどの原因となります。

●●使用中、本体に直接ヘアスプレーなどをか
けない。
火災・感電・やけどの原因となります。

●●使用後など、通電したままブラシ部が熱い
状態で放置しない。
火災・やけど・周囲のものを変色・変形させる
原因となります。

●●落としたり、ぶつけたりして、損傷したら
使用しない。
感電・発火の原因となります。

●●引火性のもの（ベンジン、シンナー、スプ
レー、整髪料など）の近くで使用しない。
爆発・火災の原因となります。

必ず守る

禁●止

●●乳幼児の手の届かない所に保管し、使わせ
ない。子どもだけで使わせない。また、子
どもに遊ばせない。
感電・けが・やけどの原因となります。

●●本体やグリップが異常に熱いとき、部分的
に変形しているときは使用しない。
火災・やけどの原因となります。

●●過剰な連続使用をしない。（業務用としての
使用など）
事故・故障・けがの原因となります。

●●機器（本体等）の上に重い物を置いたり、乗っ
たり、立ったりしない。また、使用中に落
下させたりなど、強い衝撃を与えない。
故障の原因となります。

●●使用中に、プラグをコンセントから抜いた
り、本体側からプラグを抜かない。
感電・ショートによる発火・火災の原因となり
ます。

●●子供や身体の不自由な人だけで
の使用は避ける。未成年の方は
保護者同意のうえ、保護者監視
のもと使用する。
事故・けがの原因となります。

●●自分で意思表示ができない人、皮膚感覚の
低下した人に使わせない。
事故・けがの原因となります。

●●不安定な場所に置かない。また、
機器（本体・付属品等）を落と
したり、ぶつけたりしない。
故障の原因となります。また、足
の上などに落とすとけがの原因となります。

●●異臭・異常発熱したときは使用
を中止する。
破損・発火の原因となります。

●●水につけない。
感電・ショート・火災の原因とな
ります。
万一本体を水中に落とした際は、
コンセントを抜いてから引き上げてください。

●●浴槽内や湿気の多い所で使用・保管しない。●
水に濡れやすい所（洗面台の上など）に置
かない。
絶縁劣化により感電・火災の原因となります。

使用者の
制限

落下禁止

異臭・●
異常発熱時
使用禁止

水かけ禁止

●●電子レンジや高圧容器に入れな
い。
発熱・発火・破裂の原因となります。

●●必ずプラグ形状・電圧を確認の
うえ使用すること。
発熱・発火・故障の原因となります。

●●身体の不自由な人には付き添い
なしで使用させない。●
以下のような状態で使用しない。
•	体調がすぐれない状態
•	飲酒をした状態
•	皮膚感覚の弱い人
•	意思表示のできない人
異常時に使用中止の判断をするのが困難と考え
られ、事故・けがの原因となります。

●●機器（本体等）に水・異物等が入った場合は、
直ちに使用を中止し、点検を依頼する。
火災・感電のおそれがあります。

●●地震や雷を感じたら電源をオフにし、プラ
グを抜く。
火災・感電のおそれがあります。

●●次のような場所で機器の使用・保管しない。
•	浴室などの湿気の多い場所・ほこりの多い場
所・直射日光の当たる場所・水などのかかる
場所・傾斜、振動、衝撃のある場所・屋外・
強い電波や磁気の発生する場所
•	子供の手の届く場所・油煙・湯気の当たる場
所・発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温
になる場所・温度変化の激しい場所（エアコ
ン、暖房器具のそば）	
火災・感電・事故・故障・転倒のおそれがあ
ります。

●●機器を落としたり破損したりした場合は、
直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必
ず修理・点検を依頼する。
火災・感電のおそれがあります。

●●通電したまま放置しない。
火災・事故のおそれがあります。

 注意（電源に関して）
●●停電した時は、直ちに電源をオ
フにし、電源プラグをコンセン
トから抜く。
事故のおそれがあります。

破裂注意

発火注意

必ず守る

必ず守る

 注意（ご使用・保管に関して）
●●屋外で使用しない。
本体が故障する原因となります。

●●本体を足元に放置しない。
踏みつけてけが・破損の原因とな
ります。

●●乳幼児への使用はしない。
やけどの原因となります。

●●ペットへの使用はしない。
やけどの原因となります。

●●パーマ液や同様の成分が含まれるもの（チ
オグリコール酸、システイン等の表示があ
るもの）と併用しない。
髪を著しく傷めたり、切れ毛・皮膚障害などを
起こす原因となります。

●●アイロンブラシや本体高温部（ブラシ周辺
やブラシ裏面）に直接肌や手・指を触れない。
けが・やけどの原因となります。

●●使用中や使用後すぐは燃えやすいものや熱
に弱いものの近くに置かない。
火災・家財の損傷の原因となります。
耐熱性のある平らな場所に置いてください。

●●ブラシ 1本 1本の間を無理に広げない。
やけど・故障の原因となります。

●●電源をオンにした状態で他の美容機器や電
気製品に接触させない。●
他の電気製品（電気毛布・敷布・こたつ等）
との同時使用はしない。
誤動作による事故のおそれがあります。

●●本体をアルコール、シンナー、ベンジン、
除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉
で拭かない。
本体の表面に損傷を与える原因となります。

●●特に額や襟足などの近
くで使用の際は、本体
高温部（■●部分）を
肌に触れさせない。
やけどの原因となります。

●●人の髪の手入れのみに使用する。
やけどの原因となります。

●●ご使用時、本体高温
部に指が触れないよ
うに本体を持つ。
やけどの原因となります。
アイロンブラシとその周辺およびブラシ裏面
は、大変高温になるため、絶対に触れないでく
ださい。

屋外禁止

禁●止

必ず守る

●●オートオフ（約 10分）使用後に再度使用
される場合は、アイロンブラシの熱が充分
に冷えてから使用する。
けが・やけどの原因となります。

●●長期間使用しなかった場合、再使用する前
には、正常に作動するか点検をする。
事故・故障のおそれがあります。

●●使用後は毎回、「製品のお手入れ」を参照し
て、製品に付着した皮脂汚れや美容液など
を取り除く。
故障・肌トラブルの原因となります。

●●機器（本体等）をお手入れする時は、必ず
電源をオフにし、電源プラグをコンセント
から抜き、取扱説明書の指示にしたがう。
事故・故障のおそれがあります。

●●本体・付属品に育毛剤・整髪料などが付い
たまま放置しない。
故障・変色・変形・割れの原因となります。

アフターサービス
破棄について
•	本製品を廃棄される場合は、各自治体の分
別ルールに従って廃棄してください。

お問い合わせ先
•	本製品の保証・修理など、ご不明な点に関
しては、下記コールセンターまでお問い合
わせください。

ヤーマンコールセンター
受付 9:00 ～ 17:00（土・日・祝日・年末年始除く）

固定電話など

0120-776-282 （通話料無料）

携帯電話・PHS

0570-550-637 （通話料有料）

保証について
•	通常のご使用において故障が発生した場合
は、お買い上げ日から 1年間保証いたしま
す（消耗品、付属品は除く）。
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負
担いただきます。
•	保証期間を過ぎた後の故障については、実
費で修理させていただきます。
•	保証期間中でも有料修理となる場合があり
ますので、無料修理規定の説明をよくお読
みください。
•	万一、故障が生じた場合は、販売店または
ヤーマンコールセンターにご相談ください。

無料修理規定
1.	取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書
に従った正常な使用状態で故障した場合は、
お買い上げ販売店が無料修理いたします。

2.	保証期間内に故障して無料修理を受ける場
合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の
上、お買い上げ販売店に依頼してください。

3.	ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店
にご相談ください。

4.	ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ
販売店に修理が依頼できない場合は、ヤー
マンコールセンターにご相談ください。

5.	保証期間中でも、つぎの場合は有料修理に
なります。
（イ）使用上の誤りや不当な修理	・	改造によ
る故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の転倒	・	落下などによる
故障および損傷。
（ハ）火災・地震・水害・その他の天災地変、
公害や異常電圧による故障および損傷。
（ニ）接続する他の機器の異常により生ずる
故障及び損傷。
（ホ）電池や消耗品、付属品などの部品交換
の場合。
（ヘ）一般家庭以外（例えば業務用の長時間）
に使用された場合の故障及び損傷。
（ト）車輌	・	船舶等に搭載された場合に生じ
る故障および損傷。
（チ）お買い上げ後の輸送・移動・落下等に
よる故障および損傷。
（リ）保証書のご提示がない場合。
（ヌ）保証書のお買い上げ年月日・販売店名
欄の記入または押印がない場合、あるいは字
句を書きかえられた場合。

6.	本保証書は日本国内においてのみ有効です。	
This	warranty	is	valid	only	in	Japan.

※	本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無
料修理をお約束するものです。従ってこの保証書に
よって、お客様の法律上の権利を制限するものでは
ありません。	
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合、お
買い上げ販売店にお問い合わせください。
※	ご使用による劣化	・	消耗及び消耗品の交換は有料
となります。

No. 保●証●書 持込修理

品　名 家庭用美容器 型　番 DH1.3M
形　名 DAFNI	muse
無
料
修
理
保
証

対象部分 期　間

本体のみ お買い上げ日から
１年間

※
販
売
者
名

店名・住所・電話

ご購入日のわかる明細を貼付
または本保証書とあわせて
保管してください。

販売店様へのお願い　必ず※印欄をご記入・ご
捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうこ
とを約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した
場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、
お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
●	所定記入欄が空欄のままだったり、お買い上
げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細
書がございませんと、本書は有効とはなりま
せん。
●	本書は再発行いたしませんので、大切に保管
してください。
•	個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームペー
ジ（https://www.ya-man.com/shop/
app/page/privacy-policy/）をご参照くだ
さい。
•	利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきました修
理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全
点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除
き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社
〒 135-0045	東京都江東区古石場 1-4-4

見本



各部のなまえ

保護緩衝材
セラミック部

オン /オフ	
ボタン

本体

電源コード

電源プラグ

アイロンブラシ

グリップ

ライト

結束ベルト

付属品
●耐熱カバー
●取扱説明書（保証書付）

使いかた
本製品は、細い円柱状の構造によって最良
のスタイリングを行えるように設計されて
います。また、短い髪により適しています。

基本的な使いかた
1.	使用前に、髪の毛がしっかり乾いているこ
とを確認する

2.	電源コードをコンセントに繋ぐ
•	短く「ピッ」と音が鳴り、本体のライトが1
回短く光ると、スタンバイモードとなります。
•	スタンバイモード中に、長時間使用しない
状態が続くと、本体のライトが 2分ごとに
短く光ります。使用しない場合は、コンセ
ントから電源プラグを抜いてください。

3.	 オン/オフボタンを約3秒長押しして、電源を入れる

ご注意

•	加熱中は、本体が短く 1回鳴り、1秒ごとにラ
イトが短く光ります。加熱中の状態では、まだ
使用ができませんのでご注意ください。
•	使用可能な温度に達すると、本体が短く 1回鳴
り、白いライトが継続的に点灯します。本体が
使用できる状態です。
•	ご使用中、最適な状態から温度が下がると、本
体が短く 1回鳴ります。その際は、適切な温度
が髪に伝わるように、ブラッシングの速度を落
としてください。

スタリングが終わったら
1.	本体の電源がオフになるまで、オン /オフ
ボタンを約 3秒長押しする
•	電源がオフになると、本体が短く 1回鳴り、
ライトが消えます。

2.	使用しない場合は、コンセントから電源プ
ラグを抜く

 注意
本製品の加熱セラミック部は非常に高温です。
セラミック部分に触れないように、ご注意くだ
さい。冷却中に、お子様または身体的、感覚的、
精神的な障害のある方、経験や知識が乏しい方
が本製品に触れないようにしてください。

安全機能

オートオフ機能
電源をオンにしてから使用せずに約 10分が
経過すると、自動的に電源がオフになります。
ブザー音が短く1回鳴り、本体のライトが消え
ます。
その後、本体の高熱部分の冷却が始まります。
※	使用している場合は自動的に電源がオフにはな
りません。オーバーケアは身体に危害を与える
おそれがありますので、ご注意ください。

スタンバイモード
使用されずに約 10分間経過すると、スタン
バイモードになり、本体のライトが 2分ごと
に短く光ります。

エラーモード
万一制御システムにエラーが発生した場合、
アイロンブラシの加熱が止まり、継続的に「ピ
ピピピ」と鳴り、LEDが赤く点滅します。こ
の場合、すぐに本体の電源をオフにして、ヤー
マンコールセンター（表面）にご相談ください。

製品のお手入れ
DAFNI ブラシが汚れたら
1.	本体の電源プラグをコンセントから抜く。
2.	湿らせた布で本体の外側を拭く。

ご注意

•	お手入れの際は、必ず本体を事前に充分に冷し
てください。
•	絶対に本製品を水に浸さないでください。
•	研磨性や腐食性のある洗剤を使用しないでください。
•	汚れたときは、水でうすめた中性洗剤を布に湿
らせて拭き、中性洗剤が残らないよう水拭きし
た後、乾いた布でよく拭きとってください。
•	アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジ
ン、除光液などは使用しないでください。
•	ブラシに付着した髪の毛やホコリなどは、こま
めに取り除いてください。

使用しないときは
•	本製品をしまう際は、事前に充分に冷して
ください。
•	長期間使用しないときは、本体のお手入れ
をしてから保管してください。
•	使用しないときは、本体の電源をオフにし、
電源プラグを壁面コンセントから抜いて保
管してください。
•	火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場
所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に
保管してください。
•	子供の手の届かない場所に保管してください。
•	電源コードは収納時に本体に巻き

付けないように、特にご注意くだ
さい。結束ベルトを使用して電源
コードを束ねてください。
また、電源コードがねじれた状態
で収納しないでください。
•	長期間使用しなかった本製品を再び使用す
るときは、使用する前に必ず本製品が正常
かつ安全に動作することを確認してから使
用してください。
•	本製品がぬれたときは、乾いた布で水分を拭き
とって充分に乾燥させてから使用してください。
•	本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理
を依頼される前に「故障かな？と思ったら」
を参照して、症状についてお調べください。
それでも解決しない場合は、お買い上げの販
売店、または購入明細をご用意のうえヤーマ

ンコールセンター（表面）までご相談ください。
•	本製品が故障・損傷した場合はお買い上げ
いただいた販売店までご相談ください。

動作不良について
使用中に主電力供給に大きな乱れがあると、
製品が損傷しないようにフェイルセーフモー
ドになります。万一、本製品が正しく動作し
ない場合、本製品と主電源供給のスイッチが
オンになっているか、また電源が供給されて
いるかを確認してください。
本体から「ピピピピ」というブザー音が鳴り、
LED	が赤く点滅している場合は、ただちに電源を
オフにし、コンセントから電源コードを抜き、ヤー
マンコールセンター（表面）にご相談ください。

DAFNI ブラシの取り扱いについて
•	本製品に異物を差し込まないでください。
•	本製品を塗装しないでください。
•	本製品を分解しないでください。
•	本製品に損傷があるときは使用しないでください。
•	本製品を落下させないでください。
•	製品の安全な使用について安全責任者によ
る監視または指示が与えられた上で、関連
する危険を理解していない限り、16	歳未満
のお子様、身体的、感覚的、精神的な障害
のある方、経験や知識を欠いた方が本製品
を使用することは想定されていません。
•	監視のない限り、お子様に本製品のお手入
れをさせないでください。
•	お子様が本製品で遊ぶことのないように監
視してください。
•	本製品は、乾いた髪にご使用ください。
•	本製品は、人工毛や合成かつらへのご使用
には適していません。

故障かな？と思ったら
本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を
依頼する前に以下をご確認ください。

	：こんな症状

	：考えられる要因と処置方法

電源が入らない

•	オン/オフボタンを約3秒長押ししてください。

•	電源コードをコンセントにしっかりと差し込
んでください。

電源が勝手に落ちてしまう

•	電源をオンにしてから使用せずに約10分が経
過すると、自動的に電源がオフになります。

使用していないのに、ライトが点滅する

•	使用されずに約10分間経過すると、スタンバ
イモードになりライトが短く光ります。

本体のブラシが熱くならない

•	オン /オフボタンを 1度押してください。

•	加熱中の状態では、まだ使用ができません。
本体が短く 1回鳴り、白いライトが点灯して
からご使用ください。

本体が「ピピピピ」と鳴り、LEDが赤く点滅する

•	本体が異常を検知すると、「ピピピピ」と鳴り、
LEDが赤く点滅します。すぐに本体の電源を
切り、ヤーマンコールセンター（表面）にご
相談ください。

本体の一部が変形している

•	ただちに使用を中止し、販売店窓口または、ヤー
マンコールセンター（表面）にご相談ください。

•	電源コードの一部が異常に熱い
•	電源コードを折り曲げたり回転させると通電
したりしなかったりする
•	電源プラグが異常に熱い

•	電源コードが断線または断線しかけている可
能性があります。
ただちに使用を中止し、販売店窓口または、
ヤーマンコールセンター（表面）にご相談く
ださい。

よくある質問

ぬれた髪に使用できますか？

高温になったブラシをぬれた髪にあてると、
蒸気が発生し、やけどをするおそれがあり
ます。必ず乾いた髪に使用してください。

使用中、蒸気（煙）が出るのですが？

髪に含まれる水分が、アイロンブラシの熱
によって蒸気に変わるためです。なお、乾
いた髪にも湿度によっては水分が含まれて
います。煙ではありません。

ストレートパーマをかけた髪に使用できま
すか？

髪を傷める場合がありますので、家庭用のス
トレートパーマ液や、通常のパーマ液（チオ
グリコール酸、システインなどの表示のある
もの）の使用中に併用しないでください。ま
た、すでにストレートパーマをかけた髪に対
しては、パーマをかけた日から3～4日経
過してから使用するようにしてください。

ヘアカラーやヘアマニキュアをした髪に使
用できますか？

ヘアカラーをした髪には、色素が安定する
まで 2～ 3日間は使用しないでください。
ヘアマニキュアをした髪は、よく洗い流し
て乾かしてから使用してください。

スタイリング剤と併用できますか？

油性で、パーマ液成分が含まれないスタイリ
ング剤であれば使用できます。可燃性の整髪
料などを同時に使用すると、ガスが発生する
ことがありますので使用しないでください。
また香料を含むものは加熱されて異臭が発生
することがあるので避けてください。

外れたピンは修理できますか？

修理は別部品が必要となります。
ヤーマンコールセンター（表面）へお問い
合わせください。

ライトが点灯に変わらないのですが？

使用環境によって時間は前後します。

製品仕様
電　源 AC100V	50/60Hz
消費電力 約 30	W
使用環境温度 -5	℃～ 60	℃
設定温度 約	185	℃
外形寸法 約	W30×D43× H280

（mm）（コード部を除く）
コードの長さ：約	2.4	m

製品質量 約	325	g
材　質 主材料：PET、ポリカーボ

ネート
ブラシ素材：アルミニウム、
ポリアミド、PEEK

製造国 中国
付属品 耐熱カバー

取扱説明書（保証書付）

DAFNI®は、最新のヘアケア技術を盛り込み、	
何度でも安全で簡単に迅速な結果をもたらす革新的なヘアスタイリングブラシです。	
最高品質のセラミックコーティングと弾性のあるブラシで頭皮を保護します。	
DAFNI®は、数分間で見た目を整えるスマートで簡単なソリューションです。

DAFNI で美しい毎日を手に入れましょう。

ブラシでとかすだけでストレートもスタイリングも思いのまま。

muse で髪に立ち上がりをつける：

コンセントに電源
コードを繋ぎます。
ブラシの電源をオン
にしてライトが白色
に光るまで約 70秒
ほど待ちます。

ブラシを髪の根元に当て、
ブラシ部分でしっかり髪
を捉えます。

ブラシ部分が上（180°）
を向くまでブラシを回
転させ、そのままゆっ
くりと髪をとかします。

やけどせずに使用後
すぐにブラシをしま
うには、同梱されて
いる耐熱カバーをご
使用ください。

DAFNI	muse を使用してさまざまなヘアスタイルを作り出す方法を知りたい場合は、	
以下のURL をご利用ください：

http://jp.dafni.life/

©2019	YA-MAN	LTD.	ALL	RIGHTS	RESERVED.　無断複製および転載を禁ず。
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