
このたびは、「リファハートブラシレイ」
をお買い上げいただき、誠にありがとう
ございます。
本品は整髪を目的としています（医療用
機器ではありません）。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお
読みいただき、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られ
る所に大切に保管してください。

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。
	- エラストマー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
	- 皮ふに知覚障害のある方
	- 皮ふ感染症、皮ふ炎などの方
	- 飲酒している方
	- 体調がすぐれない方

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。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
	- 手術直後の方
	- 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
不安がある方は医師に相談してください。

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。
	- 髪や頭皮以外の部位
	- 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
	- 整形手術をした部位

	- 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

・	 ブラシの先端やカバーの突起部で目を突
かないように注意してください。事故や
ケガにつながるおそれがあります。

・	 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（ただし、保護者または専門家の監督
の下で使用する場合を除く）。

・	 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。

・	 分解や修理、改造などをしないでくださ
い。事故やケガのおそれがあります。

次の注意事項を守って使用してくださ
い。事故やケガ、破損、汚れなどのおそ
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。
	- 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。
	- 髪がもつれているときやくせ毛、パーマ
ヘアの方は、無理に髪をとかさず、ゆっく
り解きほぐしてください。
	- 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。
本品が落下し、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
につながるおそれがあります。
	- ヘアカラー剤などを付けた状態で使用し
ないでください。

使用上のご注意
本品をご使用の際は下記の内容をよく
お読みください。
	- 整髪を目的に使用してください。
	- 使い始めは弱い力で使用し、力加減に注
意して髪や頭皮の様子を見ながら使用し
てください。無理な力を加えると、髪や頭
皮を傷めたり、本品が破損したりするお
それがあります。
	- 使い始めは、短い時間からお試しくださ
い。髪や頭皮を傷めるおそれがあります
ので、長時間使用（3分以上）のご使用はお
控えください。
	- 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、髪や頭皮を傷めるおそ
れがあります。
	- ドライヤーでのブロー時に使用する場合
は、本品に長時間温風を当て続けないで
ください。部品の変形、故障のおそれがあ
ります。
	- ブラシの毛先を無理に引っ張らないでく
ださい。部品の変形、故障のおそれがあり
ます。
	- ヘアカラー剤などの使用後は、髪からの
色落ちがないことを確認してから本品を
使用してください。

	- 化粧品や整髪料などが付着した場合は、
水に浸してよく絞った柔らかい布で拭き
取ってください。また、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
れいに洗い流してから、しっかり自然乾
燥させてください。
	- 熱湯をかけないでください。部品の変形、
故障のおそれがあります。
	- 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。
	- 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。
	- 長期使用によるブラシ毛の広がりなど
が気になる場合や、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。
	- 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。



各部の名称

ブラシ

本体

ハンドル

カバー スタンド

鏡（背面）

※カバー背面は鏡として使用できます。
※持ち運びの際は、本体にカバーを取り付けてください。
※保管の際は、本体をスタンドに置くか、本体にカバーを取り付けてください。
※スタンドに置いた状態でカバーを取り付けることもできます。

基本的な使用方法
ブロー、スタイリング時に使用する

お手入れ方法
・	 ブラシに付いたほこり、髪の毛などの汚
れはこまめに取り除いてください。

・	 お湯や水に浸したままにしないでください。
・	 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
や割れなど故障のおそれがあります。

■普段のお手入れ方法
①	水に浸してよく絞った柔らかい布で、指
紋や整髪料などの汚れを拭き取ります。

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。

■汚れがひどい場合のお手入れ方法
①	カバーを外し、本体の汚れを洗い流し
ます。

水またはぬるま湯（35℃程度）で洗ってくだ
さい。

②	本体を振り、しっかりと内部の水を抜
き取ります。

隙間などから水が出てくることがあります
が、故障ではありません。

③	柔らかい布で水滴を拭き取ります。
④	本体をスタンドに置いて風通しの良い日
陰でしっかりと自然乾燥させます。

※		スタンドやカバーは、本体と同じように、
水またはぬるま湯（35℃程度）で洗ってか
ら、拭き取り、自然乾燥を行ってください。

保管方法
・	 下記のいずれかの方法で保管してください。
	- 本体にカバーを取り付けて保管する。
	- 安定した棚などにスタンドを置き、	
本体をスタンドに置いて保管する。
※	スタンドに置いた状態でカバーを	
取り付けることもできます。

・	 ブラシ部分を下にして机などに直接置か
ないでください。ブラシ部分が変形した
り、傷みやすくなります。

・	 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。

・	 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
・	 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。

製品仕様
商品名 ReFa	HEART	BRUSH	RAY

（リファハートブラシレイ）
品番 RS-AZ
製品寸法【本体】約73mm×57mm×

91mm（カバー取付時）
【スタンド】約72mm×61mm×
82mm

材質 【本体】ABS、エラストマー
【カバー】ポリカーボネート、ガラス
【スタンド】ABS

同梱品／
付属品

同梱品：本体（1）
付属品：	カバー（1）、スタンド（1）、	

取扱説明書（1）
質量 【本体】約96g（カバー含む）

【スタンド】約9g
製造元 株式会社MTG（日本）

原産国：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
達を海外の工場で行っています。

・	 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
らただ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。
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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

●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。


