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この度は、ReFa CARAT FACE SALON MODEL

（リファカラットフェイスサロンモデル）を

お求めいただきありがとうございます。

外見はもちろん、内側からあふれだす美しさを

多くの女性に纏ってもらいたい―。

ReFaは、そんな想いを大切にしています。

ほんの少し手をかけるだけで輝いていく自分に、

ドキドキワクワクしてもらえたら。

見ているだけで自然と笑みがこぼれ、

使うだけで満ち足りた気持ちになってもらえたら。

そんな毎日を楽しんでいただくために、

ReFaをお使いいただけたら幸いです。
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深く、つまみ流す。
美しい流れとともに
顔 立ち、表情、しなやかに艶めく。

ダブルドレナージュ※

ローラーにより、プロ
の 手 技「ニーディン
グ」の複雑で高度な
動きを再現。深く、つま
み流す動きで、ハリと
艶のある引き締まった肌へと導きます。
※ドレナージュとはエステティシャンの流れる動き

を表したものであり、人体への効果効能を表現
したものではありません。

■エステティックメソッド

基本の使い方

ハンドルを徐々に起こして、吸い
上げの強さを確認してください。
※肌に痛みを感じたら、ハンドルを

寝かせてください。

ハンドルを徐々に寝かせて、吸い
上げの強さを確認してください。
※肌に痛みを感じたら、ハンドルを

起こしてください。

■ローリング方法

マイクロカレントイメージ

エステティックでも人
気の「マイクロカレン
ト」による施 術 。ソー
ラーパネルから光を取
り込み、微弱電流「マ
イクロカレント」を発生
させます。

■マイクロカレント

〈ローラーを前に進める場合〉 〈ローラーを後ろに引く場合〉

①ハンドルを軽く握り、顔にローラーをあてます。
　※手首は曲げすぎずに、自然に握った状態で

　ご使用ください。
②腕を上下させるように、ゆっくりローリングさせます。

■ローラーのあて方

往復（両方向）のローリング

細い部分から太い部分へ、力を
入れるようにローリング

強

弱

ローラーが肌を吸い上げる強さは、ハンドルを持つ角度で調整できます。

写真の矢印を参考にローリングを行ってください。
■プラチナムコート

■防水構造
JIS基準（IPX7相当）

a.

a. ローラー
b. ソーラーパネル

c. ハンドル

b.

c.

進行方向

弱

強

強

弱

進行方向
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HOW TO USE

○初めてご使用になる場合は、二の腕などの目立たない部位でやさしく数
回程度お試しいただき、時間をおいてお肌に異常が出ないことをご確認くだ
さい。
○金属アレルギー体質の方、皮ふ感染症・皮ふ炎などの方は使用しないでく
ださい。
○妊娠初期の不安定期の方、出産直後の方、妊娠中で体調がすぐれない方
は使用しないでください。
○アクセサリー類（ネックレス・ピアス等）は巻き込みの危険がありますので、ご
使用時は外してください。
○髪を巻き込まないよう、束ねるかヘアバンドなどで固定してからご使用ください。
○背骨など、骨が出っぱっている部位には使用しないでください。
○本書で指定している部位以外には使用しないでください。

■次頁からの使い方を参考に、お客様のお好みに合わせてご使用ください。
■回数の目安は、パーツごとに左右各5～10回です。

ご使用いただく前に、付属の取扱説明書を必ずお読みください

頭
P.8

フェイス
P.6  P.7

デコルテ・首
P.6

口角から頬骨の下を通って耳横
までローリング。

下あごのラインを意識してあごを
はさむように左右にローリング。

デコルテ・首
艶めくデコルテ、美しいネックラインを目指して。

ReFaを逆さに持ち、耳の下から肩
に向けて大きく上下にローリング。

鎖骨から胸の間を上下にローリング。

フェイス
気になるフェイスラインをケアして、引き締まった肌に。
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耳横のラインを上下にローリング。
顔の輪郭をはっきりさせるイメージで。

口角から鼻横までを上下にローリ
ング。やさしく丁寧に行いましょう。

片側のローラーを使って目の下を
やさしくローリング。

目を閉じておでこを伸ばし、頭頂部
に向かってゆっくりとローリング。

頭
硬くなりがちな頭皮を動かして、気分までリフレッシュ。

こめかみから頭頂部へ向かって上
下にローリング。
※髪を巻き込まないようご注意ください。

後頭部を上下左右にローリング。
※髪を巻き込まないようご注意ください。

バスルームでゆっくりと
防水仕様ですので、お風呂の中
でもご使用いただけます。
※ご使用後は、水分を切ってから柔
らかい布などでしっかり拭いた後、
保管してください。

※使い方は一例です。
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製品仕様

商品名

品　番

サイズ

材　質

同梱品、
付属品

重　量

防水性

原産国

ReFa CARAT FACE SALON MODEL　
（リファカラットフェイスサロンモデル）

RF-FS2120B

約 70mm×149mm×45mm

ABS、真鍮、アクリル、シリコーンゴム、エラストマー、
ステンレス、PE、プラチナ

約 92g

JIS 防水保護等級 IPX7 に準拠

日本（ポーチ、クリーンクロス：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、設計、最終組み立て、検査を行い、

一部の部品調達及び、部品組み立てを海外の工場で行っています。
○「ReFa」は、（株）MTGの登録商標です。

10

同梱品：本体
付属品：取扱説明書、ギャランティーカード、
 ガイドブック（本書）、保証書、ポーチ、クリーンクロス
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