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。

【取扱説明書（保証書付き）】
100102BW

保証・アフターサービス
保証について
保証書は、
この取扱説明書の裏面に記載されております。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。

このたびは、
「リファグレイス ヘッドカッサ」
をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
本品は頭皮をさすり流すケアを目的としています。
取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。
この取扱説明書には保証書がついています
（裏面）
。
「お買い上げ日、
販売店名」
などの記入を必ず確かめ、
お読みになられたあとも
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。

安全上のご注意

無償修理規定

ご使用の前に、
必ずこの「安全上のご注意」
をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。

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
（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本書をご持参、
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 ）本書の提示がない場合
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
ヘ ）本書にお買い上げ年月日、
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。

禁止

下 記の方は使用しない（事故や肌・身体のトラブルのおそれ）
• 皮ふに知覚障害がある
• 皮ふ感染症、
皮ふ炎などがある
出産直後、妊娠中で体調がすぐれない
（妊娠高血圧症候群など）
• 妊娠初期の不安定期、
• 出血性疾患（血友病など）
がある
• 体調がすぐれない
• 紫斑になりやすい
• 薬を服用中
• 飲酒している
• 激しく疲労している
下 記の部位には使用しない（事故や肌・身体のトラブルのおそれ）
• 傷、
吹き出物、
打ち身、
あざなどがある
• はれもの、
にきびなどがある
• 整形手術をした
• 金属・プラスチック
・シリコンなどを埋め込んである
（事故やケガ、
破損、
汚れなどのおそれ）
本来の用途目的以外では使用

しない。
小さ
 なお子様・ペットに使用させない。
（事故や故障のおそれ）

お手入れ方法
汚れが気になったときは、
下記の手順でお手入れしてください。

指示

化粧水やク

リームなどが手に付いた状態での使用は滑るので注意する。
（本体が落下し、
ケガをするおそれ）
使い始めは弱い力で使用し、
力加減に注意して肌の様子を見ながら使用する。
（無理な力により肌をいためたり、
本品が破損するおそれ）
弱い力でも、
十分に体感が得られます。
使用中や使用後にはれ、
かゆみなどの異常があらわれたときは使用を中止し、
医師に相談する。
敏感肌の方は必ず医師に相談の

うえで使用する。
（事故や肌・身体のトラブルのおそれ）

保管方法
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

しない時は、
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に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。

・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。
・防水仕様ではありませんので、浴室での使用、水洗いはしないでください。
・長期間のご使用でメッキが薄くなったりはがれたりすることがありますが、機能上問題はありません。

① ティッシュなどで汚れ
（指紋など）
を拭き取ります。

汚れがひどい場合のお手入れ方法

① ぬるま湯を含ませ固く絞った布で汚れを拭き取り、
その後乾いたやわらかい布で拭きます。

廃棄方法
各自治体が指定している廃棄方法に従っ

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廃棄してください。

② 風通しの良い日陰で自然乾燥させます。

各部の名称・付属品
本体（閉じた状態）

本体（開いた状態）

アーム

付属品

取扱説明書（本書）

プッシュポイント

1冊

基本的な使用方法

さすり流す

本品を垂直に上下させて、
アーム
の開閉を繰り返しながら、
矢印のよ
うに頭頂部から後頭部に向かって
さすり流します
（9箇所×各3回）
。

押す

首を前に倒した状態で、
本品をえり足のすぐ上に当てます。
そのまま本品を垂直に上下させながら、
アームの開閉を繰り返して、
さすり流します
（各3回）
。

ローションを使う場合は

ヘッドカッサを使用する前に、
ロー
ション
（別売のリファグレイス ヘッド
ローションなど）
をイラストの 印を
目安に各2～3回ふりかけます。

本品のアームを開いて、
プッシュポ
イントで左図の場所を目安にプッシ
ングします
（各3回）
。

製品仕様

アームが外れたときは

本体を開き過ぎると、
アームが外れる
ことがあります。
外れたときは、
アームの根元を本体に
向け、
奥までゆっくりと差し込みます。

商品名

ReFa GRACE HEAD CAXA（リファグレイス ヘッドカッサ）

品

RF-HC2021B-S

番

サイズ

約168mm×66mm×66mm

材

PC、
アクリル、
シリコーンゴム、
ステンレス

質

同梱品

本体、取扱説明書

重

約90g

量

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。
万が一、

お買い上げいただいた商品に、
汚れ・破損など品質の不良がございましたら直ちに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。
「ReFa」

は
（株）
MTGの登録商標です。

