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取扱説明書

本品は頭皮ケアを目的としています（医療用機器ではありませ
ん）。

免責事項
•	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
•	本品は、本体および充電用USBケーブルに強力な磁石を使用
しています。
下記のような医用電気機器とは、絶対に併用しないでくださ
い。事故や医用電気機器の誤作動をまねき、身体に著しい障
害をもたらすおそれがあります。
	-ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
	-脳せき（脊）髄液短絡術用可変式シャント※

	-頭皮下に埋め込んだ脳せき(脊)髄液を腹くう(腔）にバイパ
スする目的で長期間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更
することで脳せき(脊)髄液の流量が変更可能な医療機器。
	-人工心肺などの生命維持用医用電気機器
	-心電計などの装着型医用電気機器
	-その他、磁力の影響を受ける医用電気機器

•	装飾品や金属製のヘアピン、ネックレス、ピアス、メガネ、補
聴器、イヤホン、ヘッドホンなどは取り外してください。本品
の磁石に吸着し、損傷や思わぬケガの原因になるおそれがあ
ります。

•	金属製品の近くでは使用しないでください。本品が吸着し、
損傷や思わぬケガの原因になるおそれがあります。

•	本体および充電用USBケーブルの磁石に時計、磁気カード、
パソコン、電子時計、磁気ディスク、携帯電話、スマートフォ
ン、タブレット、ミュージックプレーヤー、リモコンなど磁気
の影響を受けるものを近づけないでください。機器類やデー
タが壊れるおそれがあります。

•	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。
	-シリコーン製品などで皮ふにトラブルや障害を起こしたこ
とがある方
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	-皮ふなどに知覚障害のある方
	-皮ふ感染症、皮ふ炎などの方
	-幼児や成長期のお子様、および自分で意思表示のできない
方（ただし、保護者または専門家の監督のもとで使用する場
合を除く）
	-重度の動脈瘤、急性静脈瘤のある方
	-血栓症、塞栓症のある方
	-身体の不自由な方
	-出血性疾患（血友病など）の方
	-紫斑になりやすい方
	-糖尿病の方
	-妊娠初期の不安定期の方、出産直後の方、または妊娠中で体
調がすぐれない方（妊娠高血圧症候群の方など）
	-体調がすぐれない方
	-疲労の激しい方
	-飲酒している方

•	次のような方は必ず医師にご相談のうえ使用してください。
事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。
	-アレルギー体質、敏感肌の方
	-悪性腫瘍のある方
	-手術直後の方
	-発熱（38℃以上）している方
	-安静を必要とする方
	-薬を服用中の方
	-その他医療機関で頭皮について治療中の方
	-洗髪などにより頭皮にトラブルを起こしたことがある方
※	上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方
は医師に相談してください。

•	次のような使い方はしないでください。事故やケガ、破損、汚
れ、肌・身体のトラブルのおそれがあります。
	-本来の用途目的以外での使用
	-ペットへの使用	
また、ペットが本品で遊ばないようにしてください。
	-電子レンジや高圧容器へ入れる
	-高温の場所や火気付近での使用
	-ほこりっぽい場所での使用
	-自動車などの運転中の使用
	-運動中や他の作業をしながらの使用
	-無理な体勢での使用
	-過剰な力を加えての使用

•	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。
	-頭皮以外の部位
	-皮むけ、ひび割れ、腫れもの、にきび、化膿性疾患のある部位
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	-過度の日焼けなど、肌に異常のある部位
	-頭部の手術をした部位
	-植毛や部分かつら（エクステンションを含む）をしている部位
	-金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位

•	次の注意事項を守って使用してください。肌・身体のトラブ
ルのおそれがあります。
	-シャンプーなどと本品を併用する場合は、併用する製品の
注意書きを読み、正しく使用してください。
	-ヘアカラーなどを付けた状態で使用しないでください。
	-使用時間は、1日1回5分までとしてください。
	-使い始めは、短い時間からお試しください。長時間使用する
と、肌を傷めるおそれがあります。
	-使い始めはLOWモードから使用し、お好みでHIGHモード
をお選びください。また、刺激が強いと感じた場合はいった
ん本品を頭皮から離し、LOWモードに設定を変えてご使用
ください。
	-使用中または使用後に痛みや不快感を感じたり、肌荒れ、発
疹、赤み、かゆみ、やけど、炎症などの異常が現れたときは使
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。そのまま使用を
続けると症状の悪化につながるおそれがあります。

•	頭皮にトラブルが生じたときは医師に相談してください。
	-頭皮のトラブルはストレスや体質、内臓疾患、またはシャン
プーなどのヘアケア剤も原因と考えられます。
	-髪は1日50～100本程度抜けても生理的脱毛の範囲と言わ
れており、本品を使用して髪が抜けても異常ではありませ
ん。通常以上に髪が抜けてしまった場合は、すぐに使用を中
止してください。

•	使用前に清潔か、また安全か（アタッチメントの表面や中に
異物がないか、本体に傷や変形、破損がないか）を確認してか
ら使用してください。そのまま使用し続けると、事故やケガ
のおそれがあります。

•	使用前にアクセサリー類（ヘアピン、ネックレス、ピアスな
ど）を外してください。引っ掛かってケガをするおそれがあ
ります。

•	髪をしばった状態やヘアワックス、スプレーなどのスタイリ
ング剤が髪に付いた状態で使用しないでください。アタッ
チメントが髪に絡み、髪や頭皮を傷めるおそれがあります。
シャンプー時に使用する際も、先によく整髪料を洗い流して
から本品を使用してください。
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•	アタッチメントが回転しているときは、アタッチメントの根
元へ指を近づけないでください。アタッチメントと本体のす
き間に指がはさまり、ケガをするおそれがあります。

•	水回りや浴室、湿度の高い場所に長時間置いたままにしない
でください。感電や故障、破損のおそれがあります。

•	本品は、屋内専用です。屋外での保管・使用はしないでくだ
さい。

•	本品やアタッチメントをお子様の手の届くところに置かな
いでください。誤飲のおそれがあります。万が一、飲み込んだ
場合はただちに医師に相談してください。

•	他の電気製品・美容機器などとは併用しないでください。体
調不良をおこすおそれがあります。

•	テレビ・ラジオ・ＡＶ機器などの電化製品の近くで使用しな
いでください。機器類やデータが壊れるおそれがあります。

•	本品の近くで携帯電話などの電波や磁気を発生する機器
（カードを含む）を使用しないでください。機器類やデータが
壊れるおそれがあります。

•	化粧水やクリームなどが手に付いた状態で使用しないでく
ださい。滑って本体が落下するおそれがあります。

•	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。

•	火中投入や加熱、高温での充電・使用・放置をしないでくださ
い。本品は充電式電池を内蔵しています。発熱や発火、破裂の
おそれがあります。

•	使用中に本品から異臭、異音がしたり、本体が熱くなったり
した場合は、ただちに電源を切り、（株）MTGお客様相談室に
お問い合わせください。事故やケガ、故障、発熱、発火のおそ
れがあります。

•	本品を破棄するとき以外は分解しないでください。また修理
や改造などをしないでください。修理を必要とする場合は、
専門のサービス担当者に任せてください。事故やケガ、故障、
感電、発火などのおそれがあります。

充電用USBケーブル、内蔵充電池について
•	ACアダプターは同梱されていません。
•	分解や修理、改造などをしないでください。事故やケガ、故
障、感電、発火などのおそれがあります。
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•	次の注意事項を守って使用してください。事故や故障、破損、
感電、発火などのおそれがあります。
	-充電用USBケーブルを本体に取り付ける際は、上下の向き
を確認し、確実に取り付けてください。
	-充電用USBケーブルのコネクターを接続する際は、接続の
方向を確認しまっすぐ挿入してください。
	-充電用USBケーブルは根元までしっかり差し込んでくださ
い。また、差し込みがゆるいときは使用しないでください。
	-充電用USBケーブルのほこりなどは、乾いた布で拭くなど
して定期的に清掃してください。汚れが落ちにくいときは
綿棒などを使用してください。
	-充電用USBケーブルの端子部分に液体や異物が付着しない
ようにしてください。
	-内蔵充電池の液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにき
れいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
	-内蔵充電池の液が身体や衣服に付いたときは、きれいな水
で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。

•	次のような場合は、本体の充電端子から充電用USBケーブ
ルを取り外してください。事故や感電、発火などのおそれが
あります。
	-異物が本体、充電用USBケーブルに入った場合
	-雷が鳴り出した場合
	-停電になった場合
	-充電が完了した場合
	-長期間使用しない場合

•	本体や充電用USBケーブルに次のような症状がある場合は、
本体の充電端子から充電用USBケーブルを取り外してくだ
さい。そのまま使用し続けると事故や感電、発火などのおそ
れがあります。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。
	-変形したり異常に熱かったりする
	-焦げ臭いにおいがする
	-異常な音がする
	-充電用USBケーブルが損傷または断線した

•	次のような状態になった場合は、ただちに使用を中止してく
ださい。そのまま使用し続けた場合、内蔵充電池が発熱、発
火、破裂するおそれがあります。
	-充電できない
	-充電中に以前よりも熱くなる
	-不意に電源が切れる
	-充電完了しても使用時間が著しく短い

•	本体の充電は同梱の充電用USBケーブル（マグネット式）を
使用してください。それ以外を使用すると、故障や発火のお
それがあります。
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•	充電するときは、USBコネクター（Type-A端子）の接続先の
定格出力（OUTPUT）と本品の定格入力（DC5V、1A）を確認し
てください。
※	定格出力が定格入力を下回る場合、接続先が高温になっ
たり、故障の原因となったりするおそれがありますので、
ご注意ください。

•	充電用USBケーブルを使用して、直接パソコンや周辺機器、
モバイルバッテリーから充電しないでください。接続機器が
故障、破損するおそれがあります。

•	充電する際は、本体、アタッチメントの水気をよく拭き取っ
てからスタンドに置いてください。

•	水回りで充電したり、濡れた手で充電用USBケーブルの取り
付けや取り外しをしないでください。感電ややけどのおそれ
があります。

•	本品は内蔵充電池で動作します。初めて使用するときは、充
電してから使用してください。

•	長期間使用しなかったときは、電池残量が少ないため、使用
できないことがあります。その場合は、再度充電してからご
使用ください。

•	充電中は使用できません。
•	周囲温度が10℃～35℃の環境で充電してください。内蔵充
電池の性質上、低温や高温では電池性能が低下する場合があ
ります。

•	充電中、ラジオなどに雑音が入る場合は別のコンセントで充
電してください。
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•	充電用USBケーブルを傷つけたり、破損したり、束ねたり、
加工したりしないでください。また、重い物を乗せたり、引っ
張ったり、無理に曲げたりしないでください。充電用USB
ケーブルを傷め、感電や故障、火災のおそれがあります。

•	コネクター部分が変形してしまった充電用USBケーブルは使
用しないでください。事故や故障などのおそれがあります。

•	充電用USBケーブルの端子部分や本体の充電端子に金属や
ゴミを付着させないでください。

•	収納時に充電用USBケーブルを本体などに巻きつけないで
ください。

•	充電用USBケーブルを持って、本品を引きずって移動しない
でください。故障や、机・床などを傷つける原因になるおそれ
があります。

•	本品の充電用USBケーブルを他の製品に使用しないでくだ
さい。

•	本体の充電端子から充電用USBケーブルを取り外すとき
は、ケーブル部分を持たず端子のハウジング（持ち手）部分を
持って取り外してください。

•	廃棄の際に取り出した内蔵充電池は、乳幼児の手の届くとこ
ろに置かないでください。万一、飲み込んだと思われるとき
は、すぐに医師にご相談ください。

内蔵充電池の寿命について
•	内蔵充電池は消耗品です（保証はお買い上げ日から1年間
です）。

•	充電しても使用時間が極端に短い場合、内蔵充電池の寿命
の可能性があります。充電可能な回数の目安は約200回です
（内蔵充電池の寿命は使用・保管状況などにより大きく変化
します）。

•	充電完了した状態、または内蔵充電池の減りが少ない状態で
再充電を繰り返すと、内蔵充電池の寿命が低下することがあ
ります。

•	内蔵電池の交換については、（株）MTGお客様相談室にお問い
合わせください。

使用上のご注意
•	使用推奨温度は5℃～45℃です。推奨温度外では動作しない
場合があります。

•	浴槽に入れないでください。故障のおそれがあります。
•	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。

•	本品を冷やしたり、温めたりしてから使用しないでくださ
い。変形などのおそれがあります。また、サウナなど、急激に
温度が変化する環境では使用しないでください。
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•	オイルやクリームなどを併用した場合は、必ず、使用後すぐ
にオイルやクリームなどを水またはぬるま湯（35℃程度）で
よく洗い流してください。

•	化粧品が付着した場合は、使用後に必ず水洗いしてくださ
い。また、浴室用洗剤やヘアカラー剤などが付着した場合は、
ただちに水洗いし、きれいに洗い流してください。

•	本品に傷や亀裂が入った場合は使用を中止して、修理または
廃棄してください。修理を希望される際は、（株）MTGお客様
相談室までお問い合わせください。

別売品について
アタッチメントは消耗品です。
ご使用などによりアタッチメントが変形・破損した場合は新し
いものをお買い求めください。
詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

ニーディングブラシ
品番：	GH-KB2219B
	 RX-AP-00A

ニーディングボール
品番：	RX-AO-00A

お手入れ方法
使用後は本体の表面を水洗いし、本体が傷つかない柔らかい布
で水滴を拭き取ってください。
•	充電時はお手入れしないでください。感電のおそれがあり
ます。

•	使用後のお手入れの際は、電源はオフにしてください。
•	シンナー・ベンジン・アルコール・除光液などは使用しないで
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。

•	本体の端子部分にシャンプーや整髪料などの液体が付着し
た状態で放置しないでください。端子部分の腐食や充電不良
などの故障のおそれがあります。

•	ドライヤーやファンヒーターなどの温風を直接あてないで
ください。部品が変形したり、本体が故障したりするおそれ
があります。
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汚れが気になる場合のお手入れ方法

①	アタッチメントを4つとも、本体から取り外します。
②	充電端子の下にある取り外しスリットへ指を掛けて、ボ
トムカバーを本体から取り外します。

ボトムカバー

スリット

③	本体やボトムカバー、アタッチメントに付いた髪の毛や
汚れを洗い流します。
水またはぬるま湯（35℃程度）で洗ってください。それでも
落ちない場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませ固く絞った布
で拭き取ったあと、洗ってください。

④	水滴を拭き取ります。
本体が傷つかない柔らかい布を使用してください。貴金属用
ツヤ出し布などの研磨剤入りの布や、ウェットティッシュな
どのアルコール入りのものは使用しないでください。

⑤	風通しの良い日陰で自然乾燥させます。
本体とボトムカバー、アタッチメントは、外した状態で乾燥
させてください。
本体は、アタッチメント取り付け部が下向きにならないよう
に乾燥させてください。

⑥	ボトムカバーを本体に取り付けてから、アタッチメント
を取り付けます。
ボトムカバー側面の溝を、本体の充電端子側に合わせ、本体
とすき間ができないように、カチッと音がするまで押し込ん
でください。

溝 充電端子
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スタンドのお手入れ方法
普段のお手入れ：
乾いた布で汚れ、水滴を拭き取ってください。

汚れが気になる場合のお手入れ：
水またはぬるま湯（35℃程度）で洗ってください。それでも落ち
ない場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませ固く絞った布で拭き
取ったあと、洗ってください。洗ったあとは、本体と同様に、水
滴を拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。

保管について
•	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。
•	本体およびスタンドは、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。

•	湿気の多いところは避け、風通しの良いところに置いてくだ
さい。湿気の多い場所に放置すると、カビや故障の原因とな
ります。

•	安定した棚などにスタンドを置き、本体を乗せて保管してく
ださい。

•	本体にアタッチメントが取り付けられた状態で、アタッチメ
ントを下にして机などに直接置かないでください。アタッチ
メントに負担がかかり、変形したり、傷みやすくなります。

•	周囲温度が5℃～35℃の環境で保管してください。
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•	使用しないときは、必ず充電用USBケーブルを取り外して保
管してください。ほこりや湿気が原因となり、漏電火災のお
それがあります。

•	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。

長期間保管する場合
•	長期間使用しない場合は、本品の充電を完了してから保管し
てください。また3か月ごとを目安に本品を動作させて、再度
充電してください。内蔵充電池は未使用時も少しずつ放電し
ているため、長期間充電しないでおくと過放電が起こり、充
電ができなくなることがあります。

•	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。

廃棄方法
本品に使用しているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な
貴重な資源です。本品を廃棄する際には、リチウムイオン電池
を取り出して、端子にテープなどを貼り付けて絶縁してから充
電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

•	各自治体が指定している廃棄方法に従ってください。廃棄方
法を誤ると、発熱や発火、破裂のおそれがあります。

•	本品に傷や亀裂が入った場合は使用を中止し、廃棄してくだ
さい。そのまま使用を続けると、発熱や発火、破裂のおそれが
あります。

•	廃棄方法の説明は、本品を破棄するためのものであり、修理
用ではありません。廃棄目的以外には分解しないでくださ
い。故障の原因となります。

•	ドライバーや本品カバーの破片で手をケガしないように気
を付けてください。軍手などを装着しての作業をおすすめい
たします。

取り外した内蔵充電池の取り扱いについて
•	本機専用につき、他の機器に使用しないでください。
•	取り出したあとに充電しないでください。
•	火への投入、加熱をしないでください。
•	くぎなどで刺したり、衝撃を与えたり、分解や改造をしたり
しないでください。

•	 端子と 端子を金属などで接触させないでください。
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•	ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管した
りしないでください。

•	火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない
でください。

•	充電池を包んでいるフィルムを絶対に、はがさないでくださ
い。発熱、発火、破裂のおそれがあります。

内蔵充電池の取り外し方（廃棄時のみ）
※	ご自身で修理や内蔵電池の交換はできません。廃棄目的以外
には分解しないでください。故障の原因となります。

使用する工具：	
プラスドライバー、先の平たい棒など
•	充電残量がある場合は、繰り返し電源をオンにして本品を動
作させ、電池を使いきってください。

•	ドライバーを用い、分解して電池を取り出してください。
•	取り出した電池は、ショートしないようにコネクター部分へ
ビニールテープなどを貼って絶縁してください。

①	アタッチメントを4つとも、本体から取り外します。

アタッチメント

②	充電端子の下にある取り外しスリットへ指を掛けて、ボ
トムカバーを本体から取り外します。

ボトムカバー

スリット
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③	ネジA（8本）および十字形の部品B（1個）を取り外し、本
体からゴムカバーを取り外します。
ゴムカバー（黒色）を取り外すときは、ゴムカバーのベース
（白色）とアタッチメントホルダー（灰色）も一緒に取り外し
てください。

部品B

ゴムカバー アタッチメントホルダー

ネジA

④	ネジC（4本）を取り外し、本体からギアホルダーを取り
外します。

ギアホルダー

ネジC

⑤	ギアD、ギアE、シャフトFを取り外し、ネジG（8本）を取
り外したあと、部品H全体を取り外します。

シャフトF

ギアE

ネジG

部品H

ギアD
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⑥	図の位置のリード線を引っ張り、コネクターを取り外し
ます。
ショートしないようにコネクターの端子部分にビニール
テープなどを貼って絶縁してください。

⑦	先の平たい棒などで土台から内蔵電池を取り外します。
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Q&A
Q1.	 1日にどのくらいの時間、使えますか？
A1.	 使用時間は、1日1回5分までとしてください。過度に使用

すると頭皮に負担をかけるおそれがあります。

Q2.	 いつ使えばいいですか？
A2.	 お好きなときにお使いいただけますが、洗髪後の清潔な

頭皮がおすすめです。ヘアワックス、スプレーなどのスタ
イリング剤が付いた状態で使用すると、髪と絡まるおそ
れがあるため、スタイリング剤を付けていない状態でお
使いください。濡れた状態・乾いた状態、どちらでも使用
可能です。

Q3.	 頭皮以外の部分に使えますか？
A3.	 本品は頭皮専用です。頭皮以外の部分には使用しないで

ください。

Q4.	 どのくらいの力、速さで動かせばいいですか？
A4.	 弱い力で使用しても十分な体感は得られますので、力は

入れずにやさしく押し当て、ゆっくり動かしてください。
強い力で激しく動かすと頭皮に負担をかけるおそれがあ
ります。また、頭皮に押し当てる力が強いとアタッチメン
トが外れやすくなることがあります。

Q5.	 飛行機への持ち込みは可能ですか？
A5.	 機内への持ち込みは可能です。ただし、航空会社によって

は持ち込みができない場合もありますので、事前にご利
用の航空会社、空港の保安部門へお問い合わせください。

Q6.	 本体やスタンドを濡らしても大丈夫ですか？
A6.	 本品は防水仕様のため、水に濡れても問題ありません。た

だし、充電用USBケーブルは防水仕様ではありません。充
電する際は、本体の水気をよく拭き取ってからスタンド
に置いてください。

Q7.	 アタッチメントはずっと使えますか？
A7.	 アタッチメントは消耗品です。変形、破損がある場合は新

しいものと交換してください。
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故障かな？と思ったら
アタッチメント
症状 	アタッチメントの回転が停止し、うなり音がする。
•	頭皮に押し当てる力が強い可能性があります。

	→強く押し当てた際に、アタッチメントの回転が止まりモーター
のうなり音がします。当てる力を軽くしてご使用ください。

症状 	アタッチメントの回転が停止する。
•	頭皮に押し当てる力が強い可能性があります。

	→押し当てすぎ防止機能が働くと、本品が停止します。当て
る力を軽くしてご使用ください。

•	自動停止機能が働き停止しました。
	→電源オン後、約5分間で自動停止機能が働きます。異常では
ありません。

•	電池残量がなくなりました。
	→本体を充電してください。

症状 	アタッチメントの回転が遅い。
•	周辺温度が低いと、アタッチメントの回転が遅くなります。

	→使用推奨温度（約5℃～45℃）でお使いください。
•	電池残量が少なくなっています。

	→本体を充電してください。

症状 	使用中にアタッチメントが外れる。
•	頭皮に押し当てる力が強い可能性があります。

	→弱い力で使用しても十分な体感は得られますので、力は入
れずにやさしく押し当て、ゆっくり動かしてください。

状態表示LED
症状 	充電用USBケーブルをつないでも、状態表示LEDが点灯しない。
•	充電用USBケーブルが正しく接続されていません。

	→充電用USBケーブルの端子が本体の充電端子にしっかり
と取り付けられているかを確認してください。

•	充電が完了し、フル充電の状態です。
	→充電用USBケーブルを本体から取り外して、ご使用ください。

電源
症状 	充電しても数分しか使えない（充電が切れてしまう）。
•	内蔵電池の寿命です。

	→内蔵電池の交換については、（株）MTGお客様相談室にお問
い合わせください。ご自分で行うと故障の原因になります。

その他、異常がある場合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お客様相談室までお問い合わせください。
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製品仕様
商品名 ReFa	BEAUTECH	HEAD	SPA

（リファビューテック	ヘッドスパ）

品番 RE-AP

製品寸法
【本体】	約110×93×129mm（ニーディングブラシ取
付時）
【スタンド】	約126×108×44mm

オートタイマー 約5分

材質
【本体】	ABS、POM、ステンレス、シリコーンゴム
【アタッチメント】	シリコーンゴム
【スタンド】	ABS

同梱品/	
付属品

同梱品：本体（1）　付属品：スタンド（1）、充電用USB
ケーブル（約0.9m）（1）、ニーディングブラシ（4）、	
ニーディングボール（4）、取扱説明書（1）、	
クイックガイド（1）、保証書（1）、ギャランティーカード（1）

質量 【本体】	約330g（ニーディングブラシ取付時）
【スタンド】	約65g

電源方式 充電式

使用電池 リチウムイオンポリマー電池（内蔵）（DC3.7V	
950mAh）

定格入力 DC5V	　1A

消費電力 約500mA（充電時）

使用推奨温度 約5℃～45℃

防水性 【本体】JIS防水保護等級IPX7に準拠

製造元 株式会社MTG（日本）
原産国：中国

•	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、開発を行っています。
•	「ReFa」は、（株）MTGの登録商標です。
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保証・アフターサービス
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1年間です。
※	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5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1年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（1年間）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。
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無償修理規定
1.	取扱説明書、クイックガイド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（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、クイックガイド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。
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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。

※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。
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