
・各自治体が指定している廃棄方法に従ってください。

使用方法 お手入れ方法

保管方法

廃棄方法

電池の入れ方

各部の名称

本品は、顔のうぶ毛をシェービングすることを目的と
しています。

・顔のうぶ毛のシェービング以外に使用しないでください。
・ご使用の前にシェーバーヘッドの肌に当たる部分に
変形や破損がないか確認してください。
・肌に強く押し付けたり、同じ場所を何度もこすったり、
長時間肌に当てたままにしたりしないでください。
・肌表面が水分や汗で濡れていない状態で使用して
ください。
・シェービングクリーム・クリーム・乳液などは使わ
ないでください。
・長期間の保管後、再び使用する場合は、本品に異常
がないことを確かめてから使用してください。

・本品は、防水仕様ではありません。本体およびシェー
バーヘッドを水洗いしないでください。
・電源ONの状態でお手入れを行わないでください。
ケガや故障のおそれがあります。

単 3形アルカリ乾電池（別売）を1本ご使用ください。
※本品に電池は同梱されていません。

品番：RE-AE02A

リファスキムシェーバー

2 本品を肌に当てて、小さ
な円を描くようにやさし
く動かします。

4 本体の●がスイッチ部
分の〇に合っているこ
とを確認します。
・違う位置にある場合
は、スイッチを回して
合わせてください。

5 シェーバーヘッドを矢印の方向に
回して、取り付けます。
・シェーバーヘッドはしっかり取
り付けてください。取り付けが不
十分な場合、ケガや破損のおそれがあります。

6 スイッチ部分を回して、
本体の●をスイッチ部
分の｜に合わせます。
・シェーバーヘッドが本
体に収納されます。

2 シェーバーヘッドを矢
印の方向に回して、取り
外します。

3 付属品のブラシを使用
して、本体およびシェー
バーヘッドの毛クズを
清掃します。
・本体やシェーバーヘッ
ドに毛クズが残って
いる場合は、指先で軽
く叩いて落としてくだ
さい。

免責事項

使用上のご注意

別売品 無償修理規定

・使い始めは軽く肌に当て、力加減に注意して肌の様子を
見ながら試してください。
・ドライヤーやファンヒーターなどの暖房器具の吹出口のそば
に置かないでください。部品の変形、故障のおそれがあります。
・直射日光の当たる場所や高温になる場所（浴室、車内な
ど）に放置しないでください。故障のおそれがあります。
・使用後は、湿気の多いところに保管しないでください。故
障のおそれがあります。
・お手入れの際にシンナー・ベンジン・アルコールなどでは、
拭かないでください。部品の変形や割れなど故障のおそ
れがあります。

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保
証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていた
だきます（消耗品、付属品を除く）。
イ ） 無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの

販売店に本品と保証書をご持参、ご提示いただき
お申しつけください。

ロ ） お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できな
い場合には、（株）MTGお客様相談室にお問い合
わせください。

2. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
イ ） 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造によ

る故障及び損傷
ロ ） お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
ハ ） 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害な

どによる故障及び損傷
ニ ） 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷
ホ ） 保証書の提示がない場合
ヘ ） 保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販

売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替
えられた場合

ト ） 取扱説明書に記載されていない方法で使用した
場合の故障及び損傷

チ ） 使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷
リ ） 一般家庭以外（例えば業務用など）で使用された

場合の故障及び損傷
3. 保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。
4. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
※ お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報
（お名前、ご住所、電話番号）は保証期間内のサービス活
動、及びその後の安全点検活動のために利用させてい
ただく場合がございますので、ご了承ください。

※ 保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理
をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保
証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の
事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するもの
ではありません。

■商品名：ReFa SKIM SHAVER（リファスキムシェーバー）
■品番：RE-AE02A　■電源方式：乾電池式　■使用電
池：単 3形アルカリ乾電池1本（別売）　■サイズ：約
27mm×27mm×112mm　■材質：ABS、ステンレス　
■同梱品：本体、電池カバーオープナー、ブラシ、ポーチ、
取扱説明書　■重量：約 55g　■製造元：株式会社
MTG（日本）　■原産国：中国

■保証について
保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめ
になり、内容をよくお読みになったあと、大切に保管してください。
■保証期間
保証期間はお買い上げ日から6ヶ月間です。
※ 使用中に異常が生じたときは、お買い上げの販売店、ま
たは（株）MTGお客様相談室へお問い合わせください。
■補修用性能部品の最低保有期間
本品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後
6 年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す
るために必要な部品です。
■修理を依頼されるときは
・保証期間中
お買い上げになってから 6ヶ月間は保証書記載の内容に基づ
き無償修理いたします。お買い上げの販売店、または（株）MTG
お客様相談室まで保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。
・保証期間（6ヶ月間）が過ぎているとき
保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売
店、または（株）MTGお客様相談室までお問い合わせくだ
さい。お客様のご要望により有償修理いたします。

・本品の性能向上のため、仕様の一部を予告なく変更する場
合がありますのでご了承ください。 ・本品は日本国内にて企
画を行っています。 ・「ReFa」は、（株）MTG の登録商標です。

火災、地震、暴動・テロなどの行為、その他の事項など、お客
様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用
により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。

安全上のご注意
・次のような方は使用しないでください。事故や肌・身体
のトラブルのおそれがあります。
‐金属アレルギー体質の方
‐皮ふ感染症、皮ふ炎などの方
‐敏感肌の方
・次のような部位には使用しないでください。事故や肌・
身体のトラブルのおそれがあります。
‐腫れもの、にきび、化膿性疾患のある部位
‐過度の日焼けなど、肌に異常のある部位
‐まぶたなどの皮ふが薄い部位
・次のような行為は行わないでください。事故やケガのお
それがあります。
‐小さなお子様の手の届くところやペットの近くでの保管（付属
品や取り外しのできる部品などの誤飲のおそれがあります）
‐分解、改造、修理
‐電子レンジや高圧容器に入れること
‐火気付近での使用
・本来の用途目的以外では使用しないでください。事故や
ケガ、破損のおそれがあります。
・落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。破損
のおそれがあります。そのまま使い続けると、事故やケガ
につながるおそれがあります。
・本品を使用するときは、髪を束ねるか、ヘアバンドなどで固
定してください。また、短い髪の場合もヘアピンなどで固定
してください。巻き込んでケガをするおそれがあります。
・小さなお子様・ペットには使用しないでください。また、
小さなお子様・ペットが本品で遊ばないようにしてくださ
い。事故や故障のおそれがあります。
・ご使用の前にシェーバーヘッドの肌に当たる部分に変形や破
損がないか確認してください。肌をいためるおそれがあります。
・肌に強く押し付けたり、同じ場所を何度もこすったり、長
時間肌に当てたままにしたりしないでください。肌をいた
めるおそれがあります。

W60mm×H90mm

製品仕様

保証とアフターサービス

・肌表面が水分や汗で濡れていない状態で使用してください。
・使用中または使用後に赤み、はれ、かゆみなどの異常があ
らわれたときは使用を中止し、医師に相談してください。心
配な方は、本品の使用前に目立たないところでお試しいた
だき、異常が出ないことを確認してから使用してください。
・他の人との共用はしないでください。感染症や炎症のお
それがあります。
・目元に使用するときは本品が目に入らないように注意し
てください。
・電池を取り扱うときは、次のことを守ってください。事故
やケガ、故障などのおそれがあります。
-電池に表示してある注意内容を必ず守ってください。
-電池は＋/－極を確かめ、正しく入れてください。
- 長期間（1ヶ月以上）使用しないときは、電池を取り出し
てください。
- 使用推奨期間内の電池を使用してください。
-電池が液漏れしたときは、ただちに使用を中止し、お買
い上げの販売店、または（株）MTGお客様相談室に点検
を依頼してください。
- 電池の液体が目に入った場合は、失明など障害のおそ
れがあります。こすらずただちにきれいな水で 1 分以上
しっかりと洗ったあと、医師に相談してください。
-電池の液体が皮ふや衣服に付着した場合は、皮ふに障
害を起こすおそれがあります。ただちに多量のきれいな
水で洗い流してください。
-使い切った電池はただちに本品から取り出してください。

・保管時は、必ずシェーバーヘッドを本体に収納してください。
・高温・多湿の場所（浴室、車中など）を避け、直射日光の
当たらないところで保管してください。
・使用しないときは、つまずいてケガをしないよう、安全な
場所で保管してください。
・小さなお子様の手の届くところやペットの近くで保管し
ないでください。
・火気の近くで保管しないでください。
・長期間（1ヶ月以上）使用しない場合は、必ず本体から電
池を取り出して保管してください。

1 スイッチ部分を回して、
本体の●をスイッチ部
分の〇に合わせます。
・シェーバーヘッド
が出ます。
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1 底面の電池カバーの
溝に電池カバーオープ
ナーを差し込み、矢印
の方向に回して、取り
外します。

3 電池カバーの溝に電池
カバーオープナーを差
し込み、矢印の方向に
回して取り付けます。

・電池カバーはカチッと音がするまでしっかり閉
めてください。最後まで閉まっていないと電源
がONになりません。

2 ＋極が外側になるよう
に、電池を入れます。株式会社MTG

〒453-0041　愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13 番 
MTG第2HIKARIビル　https://www.mtg.gr.jp
［お客様相談室］MTG 製品のお問い合わせ・取り扱い方法・
その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。
　  0120-315-332
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
＜受付時間＞ 9：30 ～ 17：30
（土・日・祝日・弊社休業日を除く）
●ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
( 株 )MTG は、ご相談への対応や修理、その確認などのた
めに、お客様の個人情報やご相談内容を記録に残すことが
あります。また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを
委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提
供しません。

1 スイッチ部分を回して、本体
の●をスイッチ部分の●に
合わせます。
・○に合わせたときにシェー
バーヘッドが出て、●に合わ
せると電源が ONになり、
LEDライトが点灯します。

3 使い終わったらスイッチ部
分を回して、本体の●をス
イッチ部分の | に合わせ
ます。
・使用後は必ず本品のお
手入れをしてください。

+

■シェーバーヘッドの取り外し・清掃

■シェーバーヘッドの取り付け

シェーバーヘッド スイッチ部分

シェーバーヘッドは、消耗品です。詳しくは、お買い上げの
販売店にお問い合わせください。
・ReFa SKIM SHAVER SHAVER HEAD 2 個セット
（品番：RX-AB00A）
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お客様相談室まで保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。
・保証期間（6ヶ月間）が過ぎているとき
保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売
店、または（株）MTGお客様相談室までお問い合わせくだ
さい。お客様のご要望により有償修理いたします。

・本品の性能向上のため、仕様の一部を予告なく変更する場
合がありますのでご了承ください。 ・本品は日本国内にて企
画を行っています。 ・「ReFa」は、（株）MTG の登録商標です。

火災、地震、暴動・テロなどの行為、その他の事項など、お客
様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用
により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。

安全上のご注意
・次のような方は使用しないでください。事故や肌・身体
のトラブルのおそれがあります。
‐金属アレルギー体質の方
‐皮ふ感染症、皮ふ炎などの方
‐敏感肌の方
・次のような部位には使用しないでください。事故や肌・
身体のトラブルのおそれがあります。
‐腫れもの、にきび、化膿性疾患のある部位
‐過度の日焼けなど、肌に異常のある部位
‐まぶたなどの皮ふが薄い部位
・次のような行為は行わないでください。事故やケガのお
それがあります。
‐小さなお子様の手の届くところやペットの近くでの保管（付属
品や取り外しのできる部品などの誤飲のおそれがあります）
‐分解、改造、修理
‐電子レンジや高圧容器に入れること
‐火気付近での使用
・本来の用途目的以外では使用しないでください。事故や
ケガ、破損のおそれがあります。
・落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。破損
のおそれがあります。そのまま使い続けると、事故やケガ
につながるおそれがあります。
・本品を使用するときは、髪を束ねるか、ヘアバンドなどで固
定してください。また、短い髪の場合もヘアピンなどで固定
してください。巻き込んでケガをするおそれがあります。
・小さなお子様・ペットには使用しないでください。また、
小さなお子様・ペットが本品で遊ばないようにしてくださ
い。事故や故障のおそれがあります。
・ご使用の前にシェーバーヘッドの肌に当たる部分に変形や破
損がないか確認してください。肌をいためるおそれがあります。
・肌に強く押し付けたり、同じ場所を何度もこすったり、長
時間肌に当てたままにしたりしないでください。肌をいた
めるおそれがあります。

W60mm×H90mm

製品仕様

保証とアフターサービス

・肌表面が水分や汗で濡れていない状態で使用してください。
・使用中または使用後に赤み、はれ、かゆみなどの異常があ
らわれたときは使用を中止し、医師に相談してください。心
配な方は、本品の使用前に目立たないところでお試しいた
だき、異常が出ないことを確認してから使用してください。
・他の人との共用はしないでください。感染症や炎症のお
それがあります。
・目元に使用するときは本品が目に入らないように注意し
てください。
・電池を取り扱うときは、次のことを守ってください。事故
やケガ、故障などのおそれがあります。
-電池に表示してある注意内容を必ず守ってください。
-電池は＋/－極を確かめ、正しく入れてください。
- 長期間（1ヶ月以上）使用しないときは、電池を取り出し
てください。
- 使用推奨期間内の電池を使用してください。
-電池が液漏れしたときは、ただちに使用を中止し、お買
い上げの販売店、または（株）MTGお客様相談室に点検
を依頼してください。
- 電池の液体が目に入った場合は、失明など障害のおそ
れがあります。こすらずただちにきれいな水で 1 分以上
しっかりと洗ったあと、医師に相談してください。
-電池の液体が皮ふや衣服に付着した場合は、皮ふに障
害を起こすおそれがあります。ただちに多量のきれいな
水で洗い流してください。
-使い切った電池はただちに本品から取り出してください。

・保管時は、必ずシェーバーヘッドを本体に収納してください。
・高温・多湿の場所（浴室、車中など）を避け、直射日光の
当たらないところで保管してください。
・使用しないときは、つまずいてケガをしないよう、安全な
場所で保管してください。
・小さなお子様の手の届くところやペットの近くで保管し
ないでください。
・火気の近くで保管しないでください。
・長期間（1ヶ月以上）使用しない場合は、必ず本体から電
池を取り出して保管してください。

1 スイッチ部分を回して、
本体の●をスイッチ部
分の〇に合わせます。
・シェーバーヘッド
が出ます。
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1 底面の電池カバーの
溝に電池カバーオープ
ナーを差し込み、矢印
の方向に回して、取り
外します。

3 電池カバーの溝に電池
カバーオープナーを差
し込み、矢印の方向に
回して取り付けます。

・電池カバーはカチッと音がするまでしっかり閉
めてください。最後まで閉まっていないと電源
がONになりません。

2 ＋極が外側になるよう
に、電池を入れます。株式会社MTG

〒453-0041　愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13 番 
MTG第2HIKARIビル　https://www.mtg.gr.jp
［お客様相談室］MTG 製品のお問い合わせ・取り扱い方法・
その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。
　  0120-315-332
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
＜受付時間＞ 9：30 ～ 17：30
（土・日・祝日・弊社休業日を除く）
●ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
( 株 )MTG は、ご相談への対応や修理、その確認などのた
めに、お客様の個人情報やご相談内容を記録に残すことが
あります。また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを
委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提
供しません。

1 スイッチ部分を回して、本体
の●をスイッチ部分の●に
合わせます。
・○に合わせたときにシェー
バーヘッドが出て、●に合わ
せると電源が ONになり、
LEDライトが点灯します。

3 使い終わったらスイッチ部
分を回して、本体の●をス
イッチ部分の | に合わせ
ます。
・使用後は必ず本品のお
手入れをしてください。

+

■シェーバーヘッドの取り外し・清掃

■シェーバーヘッドの取り付け

シェーバーヘッド スイッチ部分

シェーバーヘッドは、消耗品です。詳しくは、お買い上げの
販売店にお問い合わせください。
・ReFa SKIM SHAVER SHAVER HEAD 2 個セット
（品番：RX-AB00A）


