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免責事項について
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。
	-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
	-金属アレルギー体質の方
	-皮ふに知覚障害のある方
	-皮ふ感染症、皮ふ炎などの方
	-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
	-出血性疾患（血友病など）の方
	-紫斑になりやすい方
	-身体の不自由な方
	-飲酒している方
	-体調がすぐれない方

	-疲労の激しい方
•	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。
	-アレルギー体質の方
	-敏感肌の方
	-薬を服用中の方
	-悪性腫瘍のある方
	-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）
	-糖尿病などによる高度な末梢循環障害によ
る知覚障害のある方
	-発熱（38℃以上）している方
	-安静を必要とする方
	-手術直後の方
	-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
	-意思表示のできない方
	-その他医療機関で頭皮について治療中の方
	-上記に当てはまらない場合でも、ご使用に
不安がある方

•	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
	-頭皮に傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患・過度
の日焼けなど異常のある部位
	-頭部の手術、植毛などをした部位
	-金属、プラスチック、シリコーンなどを埋め
込んである部位

•	お子様には使用させないでください。事故
や肌・身体のトラブルのおそれがあります	
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（ただし、保護者または専門家の監督の元で
使用する場合を除く）。

•	本品、またはブラシ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。

•	本品は充電式電池を内蔵しています。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。発熱や発火、破裂のおそれがあ
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。

•	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。

•	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。

•	使用中に本体から異臭、異音がする場合は、
ただちに使用を中止してください。事故や感
電、発火などのおそれがあります。

•	本来の用途目的以外では使用しないでくだ
さい。

•	破損した状態で使用しないでください。
•	ペットには使用しないでください。	
また、ペットが本品で遊ばないようにしてく
ださい。

•	運動中や自動車などの運転中は使用しない
でください。

•	本品を使用中、他の作業をしないでください。
•	無理な体勢で使用したり過剰な力を加えた
りしないでください。

•	長時間使用しないでください。
•	高温の場所や火気の近く、ほこりっぽい場所
では使用しないでください。

•	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。

•	植毛や部分かつら（エクステンションを含む）
をされている方は使用しないでください。

•	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。

•	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。

•	化粧水、クリームなどが手に付いた状態
では、滑りやすいので注意してください。	
本体が落下し、ケガをするおそれがあります。

•	本品を使用するときは、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。

•	使用前に清潔か、また安全か（ブラシの表面
や中に異物がないか、本体にキズや変形が
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りしたときは
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
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がるおそれがあります。
•	電子レンジや高圧容器に入れないでください。
•	ヘアカラー等をつけた状態で使用しないで
ください。

•	シャンプー等、本品と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。

充電スタンド、AC アダプターについて
•	コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、
加工したりしないでください。また、重いも
のをのせたり、引っぱったり、無理に曲げた
りしないでください。コードを傷め、感電や
故障、火災のおそれがあります。

•	水回りでは充電しないでください。感電のお
それがあります。

•	浴室、洗面所などの水のかかる場所、湿気の
多い場所には充電スタンドを持ち込まない
でください。事故や感電、発火などのおそれ
があります。このような場所では、付属の水
回り用置台に本品を置いてください。

•	端子部分が一度曲がったり、コネクター部が
変形してしまったACアダプターは使用しな
いでください。

•	濡れた手で充電、ACアダプターの抜き差し
はしないでください。感電ややけどのおそれ
があります。

•	ACアダプターは根本までしっかり差し込ん
でください。また、コンセントへの差し込み
がゆるいときは使用しないでください。

•	充電スタンド、ACアダプターのほこりなど
は、乾いた布で拭くなどして定期的に清掃し
てください。

•	ACアダプターのプラグやコネクターを接続
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。
•	ACアダプターのプラグやコネクター部分に液
体や異物が付着しないようにしてください。

•	次のような場合は、コンセントからACアダ
プターを抜いてください。事故や感電、発火
などのおそれがあります。
	-充電中に水や異物が本体や充電スタンド、
ACアダプターに入ったり、かかったりした
場合
	-雷が鳴り出した場合
	-停電になった場合
	-ACアダプターのコードが損傷または断線
した場合
	-充電が完了した場合
	-長期間使用しない場合

•	充電するときはタコ足配線をしないでくだ
さい。事故や感電、発火などのおそれがあり
ます。

•	本体の充電は、専用の充電スタンドとACア
ダプター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。

•	専用のACアダプターで他の製品を充電しな
いでください。

•	電源プラグや充電端子にピンやゴミを付着
させないでください。

•	収納時にACアダプターのコードをアダプ
ター本体に巻きつけないでください。

•	ACアダプターを抜くときは、コードを持た
ずに必ずアダプター本体や充電スタンド側
コネクターを持って抜いてください。

•	ACアダプターやコードを持って、充電スタ
ンド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。
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•	充電スタンドをお手入れするときは、必ず
ACアダプターを充電スタンドとコンセント
から外してください。

•	充電スタンドを移動させるときは、ACアダ
プターをコンセントから抜いてください。

使用上のご注意
使用中のご注意
•	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。

•	浴槽に入れないでください。故障のおそれが
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。

使用後のご注意
•	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。

•	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。

充電方法
充電する前にお読みください
•	初めて使用するときは充電してから使用し
てください。

•	周囲温度が10～35℃で充電してください。
蓄電池の性質上、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。

•	充電する際は、本体、ブラシの水気をよく拭き
取ってから充電スタンドに置いてください。

•	約3.5時間で充電完了し、LEDスイッチが消
灯します。

•	電池の残量により、充電時間が変化する場合
があります。

•	フル充電で約8回（HIGHモード、室温約23℃
において）使用できます。

内蔵電池について
•	内蔵電池は消耗品です（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
電池の寿命の可能性があります。充電池の寿
命は約3年です（内蔵電池の寿命は使用・保管
状況などにより大きく変化します）。

•	電池の減りが少ない状態での再充電を繰り
返すと、内蔵電池の劣化が早まることがあり
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。

基本的な使用方法
•	頭皮のケアを目的に使用してください。
•	浴室内でもご使用いただけます。
•	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
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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。

•	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。

•	ブラシが回転しているときは、ブラシの根本
へ指を近づけないでください。ブラシと本体
のすき間に指がはさまり、ケガをするおそれ
があります。

•	髪をしばった状態や固めの整髪料が髪に付
いた状態で使用しないでください。ブラシが
髪に絡み、髪や頭皮を痛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。

•	本体にブラシが取り付けられた状態で、ブラ
シを下にして机などに直接置かないでくだ
さい。ブラシに負担がかかり、変形したり、傷
みやすくなります。

ご使用の目安
•	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、頭皮を痛めるおそれがあ
ります。

別売品について
ブラシは消耗品です。
ご使用等によりブラシが変形・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。

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。

•	シンナー・ベンジン・アルコール・除光液など
では、拭かないでください。部品の変形や割
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れなど故障のおそれがあります。

汚れが気になる場合のお手入れ方法

①ブラシを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
へ指を軽く掛けるようにして、ボトムカ
バーを本体から取り外します。  

③ 本体やボトムカバー、ブラシについた髪
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後、
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、ブラシは、外した状態で
乾燥させてください。
本体は、ブラシ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、
ブラシを取り付けます。
ボトムカバー側面の溝の位置を、本体の充電
端子の溝にしっかり合わせ、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。

溝の位置を
合わせる

クリーンクロスのお手入れ方法

他のものと別にして、洗剤を使わず水またはぬる
ま湯で手洗いしてください。色移りのおそれがあ
ります。手洗い後は、風通しの良い日陰で自然乾
燥させてください。

充電スタンド、 
水回り用置台のお手入れについて
充電スタンド：�
乾いた布で汚れ、水滴を拭き取ってください。
水回り用置台：�
水またはぬるま湯（35℃程度）で洗ってください。
拭き取り、乾燥は本体と同じように行います。
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•	充電スタンドは防水仕様ではありません。水
洗いや水拭きはしないでください。

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。
•	長期間使用しない場合は、３か月ごとを目安
に本品を動作させて内蔵電池の残量を減ら
してから、充電を行ってください。

•	長期間の保管後、再び使用する場合は、本品
に異常が無いことを確かめてから使用して
ください。

•	周辺温度が5℃未満、もしくは35℃を超える
場所では保管しないでください。

•	しばらく使用しない場合は、必ずACアダプ
ターをコンセントから抜いて保管してくだ
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。

•	安定した棚などに充電スタンド（または水回
り用置台）を置き、本体を乗せて保管してく
ださい。

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。

•	ここでの説明は、本品を廃棄するための説
明であり、修理用の説明ではありません。	
分解した場合、修復は不可能です。

内蔵電池の取り外し方
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 ブラシを4つとも、ブラシホルダーから外
します。

ブラシ
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②ボトムカバーを外します。
充電端子側の取り外しスリットに指をかけて
取り外します。

ボトムカバー

③�ネジA（8本）および部品B（4個）を取り外し、
本体からゴムカバーを外します。
ゴムカバーを外すと、ブラシホルダー（4個）も
一緒に外れます。

部品B

ゴムカバー ブラシホルダー

ネジA

④ ネジC（4本）を取り外し、本体からギアホ
ルダーを外します。

ギアホルダー

ネジC

⑤ 本体からネジD（8本）、部品Eおよび部品F
を取り外します。

部品F

部品EネジD

⑥ 図の位置のリード線を引っ張り、コネク
ターを外します。
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
外します。
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取り外し時のご注意
リサイクル用に取り出したリチウムイオン電池の
取り扱いについて、下記の注意事項をよくお読
みのうえ、お守りください。
•	本機専用につき、他の機器に使用しないでく
ださい。

•	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・
改造をしたりしないでください。

•	コネクターの端子部分へ金属などを接触さ
せないでください。

•	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。

•	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。

•	充電式電池の液が漏れたときは、素手で液を
さわらず、以下の処置をしてください。
	-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。
	-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。

本品はリチウムイオン電池を使用しています。
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。内蔵電池を取り外

し、端子にテープなどを貼り付けて絶縁してから
リチウムイオン電池のリサイクル協力店にお持ち
ください。
•	内蔵電池の液漏れや発熱によるやけどに十
分注意して取り外してください。

•	部品の角などでケガをしないよう十分に注
意して取り外してください。
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故障かな？と思ったら
ブラシ
症 状  ブラシの回転が停止し、うなり音がする。
•	頭皮に強く押しあてすぎています。

	→強く押しあてた際に、ブラシの回転が止ま
りモーターのうなり音がします。あてる力
を軽くしてご使用ください。

症 状   ブラシの回転が停止する。
•	頭皮に強く押しあてすぎています。

	→押しあてすぎ防止機能が働いている可能
性があります。あてる力を軽くしてご使用
ください。

•	約5分間の使用後、自動停止機能が働き、	
自動的に回転が停止します。異常ではありま
せん。

•	充電が切れています。
	→充電スタンドで本体を充電してください。

症 状   ブラシの回転が遅い。
•	周辺温度が低いと、ブラシの回転が遅くなり
ます。
	→推奨使用環境温度（5～45℃）でお使いく
ださい。
	→電池残量が少なくなっています。充電スタ
ンドで本体を充電してください。

LEDスイッチ
症 状   充電スタンドに本体を置いても、

LEDスイッチが点灯しない。
•	ACアダプターが正しく接続されていません。

	→ACアダプターのコネクターが充電スタンド
に差し込まれ、ACアダプターがコンセント
に差し込まれているかを確認してください。

•	充電スタンドに対して、本体が正しい向きで
置かれていません。
	→必ず本体の端子と充電スタンドの充電端
子の向きをあわせて、充電スタンドの充電
端子と本体の充電端子が接触しているこ
とを確認してください。

•	充電スタンドの充電端子と本体の充電端子
が接触していません。
	→充電スタンドの充電端子と本体の充電端子
が接触していることを確認してください。

•	充電が完了し、フル充電の状態です。
	→本体を充電スタンドから外し、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	GRACE	HEAD	SPA	

（リファグレイス	ヘッドスパ）

品番 RF-GH2114B

サイズ
【本体】	約113×93×131mm
【充電スタンド】	約132×106×52mm
【水回り用置台】	約120×103×42mm

電源コード	
長さ 約1.5m（ACアダプター）

オート	
タイマー 約5分

材質

【本体】	ABS樹脂、POM、ステンレス、シ
リコーンゴム
【ブラシ】	シリコーンゴム
【充電スタンド】	アクリル樹脂、ABS樹
脂
【水回り用置台】	ポリプロピレン

同梱品

本体、充電スタンド、水回り用置台、AC
アダプター、ニーディングブラシ、
クレンジングブラシ	
【付属品】クリーンクロス、取扱説明書、
使い方ガイド（HOW	TO	USE）、ギャラ
ンティーカード、保証書

重量
【本体】	約322g
【充電スタンド】	約196g
【水回り用置台】	約30g

定格周波数 50Hz/60Hz

定格電圧 AC100V－AC240V

使用蓄電池 リチウムイオンポリマー電池	
（DC3.7V	900mAh）

充電時間 約3.5時間

動作可能時間 約40分（HIGHモード）

推奨使用	
環境温度 約5～45℃

防水性 【本体】JIS防水保護等級IPX7に準拠

原産国 日本（ブラシ、充電スタンド、水回り用置
台：中国）

•	本品の性能向上の為、仕様の一部を予告無く変
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。
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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。



13

無償修理規定
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。
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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。

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。
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