
使いかたガイド



家庭用美容機器［ 品番：RE-AA02A/RE-AA03A］
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このたびは、「リファビューテック レイズ」をお買い上げいただき、誠にありが

とうございます。

本品は、3つのモードによって、肌をケアする家庭用美容機器です。 

（医療用機器ではありません。）

「使いかたガイド」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に別冊の「SAFETY GUIDE（安全ガイド）」を 
必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してください。

保証書（ 別添）は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、大切

に保管してください。
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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。
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ご使用の前に 

同梱品
ご使用前に同梱品を確認してください。 
製品の不備や付属品の不足がございました
ら、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。

付属品
充電用USBケーブル※ ..............................1本
使いかたガイド（本書） ..............................1冊
SAFETY GUIDE（安全ガイド） .................. 1 冊
メソッドカード ........................................ 1 枚
保証書 ................................................... 1 枚
ギャランティーカード ............................... 1 枚

※ ACアダプターは同梱されていません。 本体 
1台

スタンド 
1台

コットンストッパー
１個

専用ジェル（別売）について
本品でのフェイスケアを行う際に
は、以下のジェルをご併用いただく
ことをおすすめします。
・リファ C.P.セラムリフト (50mL)
・リファ C.P.セラムグロウ (50mL)
・リファスムースジェル (200mL)
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ご使用の前に

各部の名称と機能

CLEAN

MC

RF-W

f. レベル表示LED

g. モード表示LED j. レベル切替
ボタン

h. 電源 /モード切替ボタン

i. 背面LED
a. 電極ヘッド

b. ハンドル

c. 充電ジャック

d. コットンストッパー

e. 手持ち電極
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ご使用の前に

a. 電極ヘッド
肌をケアするための微弱電流が流れ、LEDが点灯します。

 P. 11「3. モードを切り替える」
 P. 18「モードの使いかた」

b. ハンドル

c. 充電ジャック
USB（Type-C）端子で直接充電できます。

 P. 8「1. 充電する」

d. コットンストッパー
コットンを電極ヘッドへ取り付けることができます。

 P. 18「モードの使いかた」

e. 手持ち電極
握りながら電極ヘッドを顔に当てることで、振動や微弱電流
の機能が動作します。使用中はしっかり触れるよう素手で
握ってください。

 P. 16「基本的な使いかた」

f. レベル表示LED
電流の強さを5 段階で表示します。レベルがあるモードは

「RF-Wpulse」*モードのみです。
 P. 13「4. レベルを切り替える」

* 本体では「RF-W」と表示されます。

g. モード表示LED
選択中のモード名が点灯します。

 P. 11「3. モードを切り替える」

h. 電源/モード切替ボタン
長押し（ 約2秒以上 ）で電源のオン/オフが切り替わります。
短く押すたびにモードが切り替わります。

 P. 10「2. 電源を入れる」
 P. 11「3. モードを切り替える」

i. 背面LED
選択中のモードに合わせてLEDの色が変わります。

 P. 11「3. モードを切り替える」

j. レベル切替ボタン
ボタンを押すたびにレベルが切り替わります。

 P. 13「4. レベルを切り替える」
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ご使用の前に

3つのモードと特長
多彩な機能を組み合わせた3つのモードを切り替えてご使用いただけます。モード切替ボタンを押して、目的やシーンに合わせた設定
をお選びください。

CLEAN
毛穴の汚れや古い角質
をやさしく取り除きます。

MC
マイクロカレントが発生
します。

RF-Wpulse*1

肌を温めながら美容成分
の浸透 *2, *3 を促します。

*1 RF-Wpulseは、RF(ラジオ波 )、超音波、PI（イオン導入 ）を使用した機能の名称です。
*2 角層まで
*3 専用ジェル（リファ C.P.セラムリフト、リファ C.P.セラムグロウ）をご使用の場合
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ご使用の前に

ご使用前の準備
以下の手順に従って準備をしてください。

1. 充電する  P. 8

2. 電源を入れる  P. 10

3. モードを切り替える  P. 11

4. レベルを切り替える  P. 13

5. プレテストをする  P. 14

さあ、はじめましょう。
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充電の目安
 ● バッテリー残量が少なくなると、背面 LEDがオレンジ色で点滅しま
す。使用中の場合は、モード終了後に充電してください。 
バッテリー残量がなくなると音でお知らせし、背面 LEDが赤色に点
灯したのち電源がオフになります。
 ● バッテリー残量により充電時間は変わります。
 ● フル充電での連続使用時間は約 40 分*です。

＊1日約5 分（2モード×約1分と1モード×約3分の合計）、週 2-3 回
使用する場合、約2 週間使用することができます。

ご使用の前に

1. 充電する
充電する前に

 ● 本体の充電は同梱の充電用USBケーブル（USB Type-C）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。
 ● 購入後初めて充電するときは、完全に充電が終わってから使用
してください。
 ● 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、短時間し
か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。
 ● 周囲温度が10℃～ 35℃の環境で充電してください。低温や高
温では電池性能が低下する場合があります。
 ● 充電中は使用できません。
 ● 充電してもすぐに動作しなくなることが繰り返し起こる場合は、
本体の異常の可能性があります。お買い上げの販売店または

（株）MTGお客様相談室にお問い合わせください。
 ● 内蔵リチウムイオン電池の寿命は約3 年です。
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ご使用の前に

1. 本体の充電ジャックに充電用USBケーブルのType-C端
子を差し込みます。

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。

2. 本体をスタンドに置きます。

 ● 本体が濡れているときは、スタンドに置く前に乾いた布で
水気をよく拭き取ってください。
 ● スタンドは傾きのない平らな場所に置いてください。

3. 本体の背面LEDで充電の状態を確認します。
背面 LEDが次のように点灯し、充電状態をお知らせします。
・ 充電中：オレンジ
・ 充電完了時：消灯

1

2

3

1
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ご使用の前に

2. 電源を入れる

1. 電源ボタンを長押し（約2秒以上： ）します。

電源を切る場合は、電源ボタンを長押ししてください。

2. LEDの点灯を確認します。
お知らせ音が鳴り、LEDが次のように点灯します。
・ 背面 LED：青
・ モード表示 LED：CLEAN

自動電源オフ機能について
次のような場合は、本体の電源が自動的にオフになります。
・ モード選択後、5 分間肌への接触が感知されない場合
・ 待機状態のまま5 分間ボタン操作が行われない場合

CLEAN

CLEAN

1

2
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CLEAN

CLEAN

CLEAN

MC
RF-W

ご使用の前に

3. モードを切り替える

1. 電源ボタンを短く押し（ ）ます。
お知らせ音が鳴り、選択中のモード名が点灯します。

2. ボタンを繰り返し押します。
押すたびにモードが切り替わります。

モードごとに、操作パネルのモード表示 LEDと背面 LED 色
が切り替わります。⇒P. 12「モード一覧 」

自動モード切替／電源オフ機能について
・ モード選択後、肌のお手入れ開始から各モードの所定動作時

間が経過すると自動的に動作が終了し、次のモードの待機状
態になります。待機状態で電源ボタンを押すと、そのモード
がスタートします。（例：「CLEAN」モードが終了→「MC」モード
待機中→電源ボタンを押して「MC」モードがスタート）

・ 「RF-Wpulse」モードが終了すると自動的に電源がオフになり
ます。

1

2
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ご使用の前に

モード一覧
肌の状態に合わせて、モードを単独または組み合わせて使いましょう。切替ボタンを押すごとに表の順番でモードとLEDの表示色が
切り替わります。

モード 背面 LED 色 目的 電極ヘッドの働き おすすめコスメ

CLEAN 青
毛穴の汚れや古い角質をやさしく取り除き
ます。

・ イオンクレンジング
・ 振動
・ LED（青）

お手持ちの化粧水*1＋コットン

MC 黄 微弱電流（マイクロカレント）が発生します。
・ マイクロカレント
・ 振動
・ LED（ 黄） 専用ジェル

・リファ C.P.セラムリフト
・リファ C.P.セラムグロウ
・リファスムースジェルRF-

Wpulse
赤

肌を温めながら、美容成分を浸透 *2, *3させ 
ます。

・ RF
・ 超音波
・ PI（イオン導入 ）
・ LED（赤）

*1 必ず水溶性の化粧品を使用してください。オイル系、スクラブ系は使用しないでください。
*2 角層まで
*3 専用ジェル（リファ C.P.セラムリフト、リファ C.P.セラムグロウ）をご使用の場合
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ご使用の前に

4. レベルを切り替える

1. レベル切替ボタンを押します。
お知らせ音が鳴り、選択中のレベルを示すLEDが点灯します。

2. ボタンを繰り返し押します。
レベル1、レベル2、…レベル5の順番でレベルが切り替わります。
心地良いと感じるレベルを選んでください。

初めて使用する場合は、必ずレベル1で使用してください。

レベル調整について
レベル調整ができるのは、「RF-Wpulse」モードのみです。

モード レベル 概要

RF-
Wpulse RF：5 段階 レベルを上げると温感が高まります。熱

く感じるときはレベルを下げてください。

1

2

RF-W

RF-W RF-W RF-W RF-W

RF-W

RF-W

RF-W RF-W

1 2 3 4 5
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ご使用の前に

5. プレテストをする
本品を初めてご使用になる時、または専用ジェル等と合わせてご使用になる時は、必ず肌との相性テストをしましょう。

1. 腕の内側を石けんで洗い、タオルなどで拭き取ります。

2. 腕の内側の肌に専用ジェル等をつけ、電源をオンにします。

3.「RF-Wpulse」モードを選択後、レベル1に設定し、約秒速
2cmの速さで円を描くように約30秒間動かします。

4. 同様に「CLEAN」モード、「MC」モードでも約30秒間ずつ
お試しください。

5. 24時間放置し、肌に異常がないか確認します。
テスト実施後は、電極ヘッドをあてた箇所を手や衣類などで意
図的にこすらないでください。テスト結果を正しく検証できな
い可能性があります。
24 時間以内に肌に赤みやほてりを感じなければ、本品および
専用ジェル等をご使用ください。

注意

 ● 肌トラブルを防止するため、必ず事前にテストを
実施してください。
 ● 実施部位に赤み、発疹、かゆみ、刺激などの異
常が発生した場合は、直ちに中止して洗い流して
ください。
 ● プレテスト実施後、24 時間以内に肌に異常を感
じた場合は、専用ジェル等での使用を中止してく
ださい。
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ご使用にあたって

ご注意

 ● 目のまわり、のどには使用しないでください。
 ● 頬、額など、電極ヘッドを目に向けやすい位置へ使用する際は、
目を閉じ、LED 光をなるべく直視しないようにしてください。
 ●「RF-Wpulse」モードは、額には使用しないでください。
 ● 電極ヘッド全体が肌に触れるように使用してください。
 ●「RF-Wpulse」モードでは、必ず電極ヘッドを動かしながら使用
してください。 
一箇所にあて続けると、やけどの原因となります。
 ●「RF-Wpulse」モードでセンサーが異常を感知した場合、背面
LEDが赤色に点滅し、5 分以内に電源がオフになります。

推奨使用時間と頻度
1日1回約5 分（「CLEAN」および「MC」モード×約1分と「RF-
Wpulse」モード×約3分の合計）を目安に、週3 回まででご使用
ください。連日の使用は避け、1日以上間隔をあけてください。

 ● 肌のケアを目的に使用してください。
 ● メイクを落としてからご使用ください（メイク落としはできません）。
 ● 本品は防水仕様ではありません。浴室では使用しないでください。
 ● 使用推奨温度は5℃～ 35℃です。推奨温度外では動かない場
合があります。
 ● 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、
肌を痛めるおそれがあります。
 ● 肌に何もつけずに電極ヘッドをあてないでください。専用ジェル
等は顔および首筋にむらなく塗布してください。化粧水は電極
ヘッドに取り付けたコットンへたっぷり浸み込ませてください。
 ● 使用中に電極ヘッドの肌すべりが悪くなってきたら、肌の負担に
ならないよう専用ジェル等を付け足してください。
 ● スクラブタイプ、ピーリングタイプ、手作りの化粧品は使用できません。
 ● コットンストッパーを使用時、コットンがはずれやすい場合は、
薄手のコットンを使用してください。
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ご使用にあたって

基本的な使いかた ハンドルを正しく持つ
手持ち電極（イラストのグレー部分）に触れるように、素手でしっかりと握って
ください。

 ● 化粧品などですべる場合は、手を洗ってからご使用ください。

肌へあてて動かす
専用ジェル等を肌につけ、電極ヘッド全体を肌にあてます。
電極ヘッドのプローブ面全体（イラストのグレー部分）が肌にしっかりあたる
ように動かしてください。

 ● 専用ジェル等もしくは化粧水を肌へ十分に塗って使用してください。それでも
肌がピリピリ感じる場合は、使用を中止し、専門医に相談してください。
 ● 肌が乾燥していると肌感知できず、動作しないおそれがあります。必ず専用
ジェル等を使用してください。
 ● 電極ヘッドは肌に強く押しあてないでください。肌の負担になります。
 ● 電極ヘッドは1秒間に約2cm 以上の速さで動かしてください。「RF-Wpulse」
モードでは、電極ヘッドを肌の上で動かすとRF出力がオンになり、動かすの
を止めるとRF出力のみオフになります。

手持ち電極
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次のような使い方をすると、製品が正常に機能しなかったり、通電に
よるやけどや肌へのトラブルなどを生じたりするおそれがあります。
a） 電極ヘッドを動かさずに同じ部位周辺にあて続ける。 

「RF-Wpulse」モードでは、電極ヘッドを肌の上で動かすとRF*1出
力がオンになり、動かすのを止めるとRF出力のみオフになります。
同じ部位周辺にRF出力を当て続けると肌に熱さや痛みを感じるこ
とがあります。もし肌が熱く感じたら、電極ヘッドを肌から離して
ください。

b） 電極ヘッドを斜めにあてたり、あごや鼻など平らでない部位に電
極ヘッドの一部だけをあてる。

c） 専用ジェル等や化粧水などを塗布せずに電極ヘッドをあてる。

*1 Radio Frequencyの略で、ラジオ波と呼ばれる高周波のことです。

ご使用にあたって

誤った使いかた
a） b）

c）
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ご使用にあたって

モードの使いかた
「CLEAN」モード 「MC」「RF-Wpulse」モード

化粧水＋コットン使用 専用ジェル等使用

 ●（「CLEAN」モードおよび「MC」モードの場合）イラストに示された①～⑥の矢
印一つひとつにつき、1回ずつあて流します。（「RF-Wpulse」モードの場合）
イラストに示された①～⑤の矢印一つひとつにつき、5回ずつあて流します。
 ● 電極ヘッドを肌から離さずゆっくり動かしてください。
 ● コットンを使用する場合は、コットンを電極ヘッドにあて、コットンストッパーで
しっかり固定してから、化粧水を浸み込ませてください。コットンの裏側までしっ
かり浸透し、電極ヘッド全体にいきわたるようにたっぷり含ませてください。
 ● 目や目のまわり、および顔、首筋以外の部位には使用しないでください。
 ●（「RF-Wpulse」モードの場合）熱さを感じる場合は、電極ヘッドを速く動かし
たり、レベルを下げたりしてご使用ください。 警告 「RF-Wpulse」モードでは矢印⑥を行わ

ないでください。
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ご使用にあたって

1.（「CLEAN」モードの場合）
洗顔後、電極ヘッドにコットンを取り付け、化粧水を浸み込
ませます。

（「MC」「RF-Wpulse」モードの場合）
専用ジェル等を顔と首筋にむらなく均一に塗布します。

2. 電源をオンにし、モード切替ボタンを押して使用するモード
を選択します。

3.（「RF-Wpulse」モードの場合のみ）
レベル切替ボタンを押して温めレベルを調整します。
初めて使用する場合は、必ずレベル1から使用してください。

「RF-Wpulse」モードでは、電極ヘッドを肌の上で動かすとRF出
力がオンになり、動かすのを止めるとRF出力のみオフになりま
す。もし肌が熱く感じたら、電極ヘッドを肌から離してください。

4. あご下からフェイスラインを通り耳の後ろまで動かしたあ
と、肩へ向けて流すように動かします。（矢印  ） 

5. 頬全体を3回に分けてあて流します。（矢印 ～ ）
肌を引き上げるように動かしてください。

6. 小鼻まわりをケアします。（矢印 ）
電極ヘッドを肌に密着させるように、押しあてながら動かしてください。

7.（「CLEAN」「MC」モードの場合のみ）
眉間から額を通り、こめかみへジグザグに動かします。（矢
印 ）
肌を押し流すように動かしてください。

8. 顔の左右反対側の肌に対して、手順4.から手順7.を繰り返
します。

9. モードが終了したら、電極ヘッドを肌から離します。
「CLEAN」および「MC」モードの動作時間は約1 分、「RF-
Wpulse」モードの動作時間は約3分です。お手入れ開始から
各モードの動作時間が経過すると自動的にモードが終了し、次
のモードへの待機状態となります（「RF-Wpulse」モードの場合
は、自動的に電源がオフになります）。

10. 電極ヘッドをやわらかい布などで拭きます。



20

お手入れについて

使用しないときは、本体を同梱のスタンドに載せて保管してください。使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

ハンドル部とスタンドのお手入れ
軽い汚れがついた場合には、乾いた柔らかい布で拭き取ってくだ
さい。
汚れがひどい場合は、下記の手順で汚れを除去してください。
1. 希釈（3% ～ 5% 程度 ）した中性洗剤に浸した布をよく絞り、 

汚れを拭き取ります。
2. きれいな水に浸しよく絞った布で洗剤を拭き取り、 

乾拭きします。

 ● 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。
 ● 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。

保管のしかた

1. 電源ボタンを長押し（約2秒以上）して本体の電源を切ります。

充電している場合は、充電用USBケーブルを本体の充電
ジャックから取り外してください。

2. 水平で安定した棚などにスタンドを設置して、 
本体を載せます。
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1. 電源ボタンを長押し（約2秒以上： ）して本体の電源を
切ります。

2. コットンストッパーを取り外して水洗いし、乾いた布で水気
を拭き取ります。

本体の水洗いはできません。

3. 電極のまわりの溝に残った専用ジェル等の汚れを綿棒など
で拭き取ります。

汚れを取る際は、先のとがったものや硬いものは使用しない
でください。電極の破損により、けがや故障の原因となります。

4. コットンストッパーを取り付け、本体をスタンドに載せて乾
かします。

お手入れについて

電極ヘッドのお手入れ
1. 2.

3. 4.
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