
●商品・サービスのお申し込みは

ダスキンのご 利 用 方 法

ダスキンフランチャイズチェーン加盟店

クリーン・ケア営業本部
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※表示料金（価格）は、消費税8％を含む総額表示となっています。 ※消費税の円未満の端数処理により、表示価格と領収金額が異なる場合
がございます。 ※地域やお店によっては表示料金（価格）が異なる場合や、一部商品・サービスを取り扱っていない場合がございますので、ご了
承ください。 ※写真・イラストのカラーやイメージが実際と多少異なる場合がございます。 ※作業方法は写真と異なる場合がございます。 ※商
品・サービスは、予告なしにデザインや仕様、料金（価格）の変更や販売を中止することがございますので、ご了承ください。 ※商品は必ず使用上
の注意を確認してお使いください。詳しくはお客様係にお問い合わせください。 ※商品は多数ご用意しておりますが、万が一品切れの際はご容赦
ください。 ※サービスカーの駐車スペースのご用意をお願いします。駐車できない場合は、有料駐車場を利用させていただきます。その場合、駐車
料金をご負担いただきます。 ※場合によりサービスできないことがございます。 ※お掃除サービスでは、一部完全に除去できない汚れや素材によ
ってはクリーニングできない部位がございますので、あらかじめご了承ください。

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】
お客様の個人情報は商品のお届けや回収、サービスの提供に利
用させていただきます。また後日商品やサービスのご案内をさせてい
ただく場合があります。なお、お預かりした個人情報はダスキングル
ープと加盟店の範囲内で利用させていただきます。個人情報に関
するお問い合わせや、ご自身の個人情報の開示・訂正・利用停止
については、ダスキンコールセンターまでご連絡ください。
ダスキンコールセンター：0120-100100 カタログ有効期限：2017年3月31日（金）

商品をお届け・交換 「定期レンタル」
4週間に1度、商品の交換に伺います。

おそうじ・家事代行など 「定期サービス」
決まったサイクルでサービスに伺います。

お客様係がご自宅まで商品をお届け お客様係がご自宅に訪問・お見積り

お客様係がお申し込みいただいた商品を

定期的にお届けします。

料金は商品のお届けの際にお支払いください。

定期レンタル商品は、

クレジットカード払いも可能です。

レンタル商品をお申し込みの場合

レンタル

定期補充

定期的に商品を交換

定期的に消耗品・薬剤を補充

サービスをお申し込みの場合

※定期レンタル商品は、クレジットカード払いが、
　一部対応できない店舗もありますので、
　事前にご相談ください。

お客様係が訪問のうえ、ご要望などをお聞きし、

お見積りいたします。

サービスをお申し込みの場合、

お客様のご希望の日にサービスを実施いたします。

サービスについて不安やご質問も遠慮なく

担当店へご相談ください。

※クレジットカード払いは、一部対応できない店舗もありますので、事前にご相談ください。
※サービスは、ご希望の日時にお伺いできない場合があります。

※3月15日～4月10日のお引越しは割引対象外
　となります。
※すでにお申し込みの方は、割引対象となりません。

※特典の内容は予告なしに変更する
　場合があります。
※他のキャンペーンとの併用はできません。
※特典1～4の有効期限2017年3月31日
　迄となります。

サカイ引越しセンターの
引越し基本料金が

20％以上
OFF

※エアコンクリーニングは除く。

入退居時のおそうじや
害虫駆除が

5％OFF

特典
1

特典
2

※対象商品（ご家庭向けモップ類・マット・
　キッチンフィルター・浄水器・空気清浄機）を
　4週間の契約金額が313円（税込）以上で、
　かつ9ヵ月以上の定期利用が条件となります。

お引越し後も対象商品を
レンタル契約いただくと
台所用スポンジ

3色セット抗菌タイプSを

プレゼント！

特典
3

【指定商品】おいしい水プチ2・おいしい水プラス+・
おいしい水アルファ・シャワーヘッド型浄水器浴室用・
レンジフードフィルター・換気扇フィルター・
クリーン空感ミニ

お引越し後も
指定商品の継続利用で

特典
4

お引越しされる
お客様へ
ダスキンの
4つの特典※

部材・取付費などが

無料！

ダスキン

総合カタログ

2016

おうちの

お困りごとを

すっきり解 決







LDK

玄関ホール クローゼット

和室

押入

寝室

物入 クローゼット

レンジフードに

油汚れがこびりついている！

洗っているのに、

食器がくすんでる

キッチン

P.15～

休日、朝から出かけたいけど

家事もすませておきたい

誰か手伝って!

あなたの「どうしよう？」を、 ダスキンと一緒に解決。

家事の代行

P.41～

普段できないから、

おそうじは休みの日だけ

いちいち掃除機を

出すのが面倒

リビング

P.07～

自分で剪定したら

不揃いに

なってしまった

庭木のお手入れ

P.49～

お隣でシロアリが

出たって！

どうしよう？

害虫獣の駆除

P.47～

ダニって

掃除機で吸い

取れるのかしら？

ふとん丸洗い

P.28

介護も

お休みが

欲しいわ

シニアケア

P.52

忙しい朝でも

簡単にすむ

コスメが欲しい

ビューティー

P.29～

子どもが帰ってくると

玄関が泥だらけ

玄関

P.31～

浴室のカビ、

私にはもう無理！

プロのおそうじサービス

P.33～毎日のお風呂掃除、

もっとラクにできないの？

かっこ悪いなあ

トイレの輪じみ

バス・トイレ・ランドリー

P.24～

困ったな、どうしようかな、こんなことできないかな。
あなたのおうちのお悩みごと、ダスキンに気軽に教えてください。
おうちのこと、暮らしのことをもっと楽しむために、
便利なアイテムと豊富なアイデアで、すっきり解決しませんか。

LIVING ROOMPEST CONTROL

BEAUTY

SENIOR CARE

BATH,TOILET,LAUNDRYBATH,TOILET,LAUNDRY

GARDEN TREE

ENTRANCE

CLEANING SERVICE

フィルターを洗ったのに

エアコンから
いやなニオイが！！

プロのおそうじサービス

P.33～
CLEANING SERVICE

KITCHEN

HOUSEKEEPING SERVICE

その他の
サービス
P.53～

シニアケア
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P.07～

ダスキン総合カタログ 2016



LDK

玄関ホール クローゼット

和室

押入

寝室

物入 クローゼット

レンジフードに

油汚れがこびりついている！

洗っているのに、

食器がくすんでる

キッチン

P.15～

休日、朝から出かけたいけど

家事もすませておきたい

誰か手伝って!

あなたの「どうしよう？」を、 ダスキンと一緒に解決。

家事の代行

P.41～

普段できないから、

おそうじは休みの日だけ

いちいち掃除機を

出すのが面倒

リビング

P.07～

自分で剪定したら

不揃いに

なってしまった

庭木のお手入れ

P.49～

お隣でシロアリが

出たって！

どうしよう？

害虫獣の駆除

P.47～

ダニって

掃除機で吸い

取れるのかしら？

ふとん丸洗い

P.28

介護も

お休みが

欲しいわ

シニアケア

P.52

忙しい朝でも

簡単にすむ

コスメが欲しい

ビューティー

P.29～

子どもが帰ってくると

玄関が泥だらけ

玄関

P.31～

浴室のカビ、

私にはもう無理！

プロのおそうじサービス

P.33～毎日のお風呂掃除、

もっとラクにできないの？

かっこ悪いなあ

トイレの輪じみ

バス・トイレ・ランドリー

P.24～

困ったな、どうしようかな、こんなことできないかな。
あなたのおうちのお悩みごと、ダスキンに気軽に教えてください。
おうちのこと、暮らしのことをもっと楽しむために、
便利なアイテムと豊富なアイデアで、すっきり解決しませんか。

LIVING ROOMPEST CONTROL

BEAUTY

SENIOR CARE

BATH,TOILET,LAUNDRYBATH,TOILET,LAUNDRY

GARDEN TREE

ENTRANCE

CLEANING SERVICE

フィルターを洗ったのに

エアコンから
いやなニオイが！！

プロのおそうじサービス

P.33～
CLEANING SERVICE

KITCHEN

HOUSEKEEPING SERVICE

その他の
サービス
P.53～

シニアケア
P.52

庭木の
お手入れ
P.49～

害虫獣の
駆除
P.47～

家事の代行
P.41～

プロのおそうじ
サービス
P.33～

玄関
P.31～

ビューティー
P.29～

ふとん丸洗い
P.28

バス・トイレ・
ランドリー
P.24～

キッチン
P.15～

リビング
P.07～

ダスキン総合カタログ 2016



05 06

12
December

1
January

3
March

11
November

10
October

9
September

2
February

8
August

7
July

4
April

6
June

5
May

花粉もしっかり  
拭き取る。

庭づくりからお手入れまで。

シロアリから家を守る対策を。

夏に備えて   
エアコンを清潔に。

梅雨時の
カビ対策。

すっきり安眠。

手がまわらなかった
水まわりをピカピカに。

手荒れ予防や  
お肌の乾燥に。

風邪の季節に  
しっかり消毒。

P.34 エアコンクリーニング

手指消毒剤ウエルパスマイルド

P.19 野菜・ほ乳瓶・食器用洗剤 ナチュ

P.24 ナチュ高保湿ボディソープ

P.08 スタイルフロア ララ

P.50 お庭をキレイにサービス

P.47 シロアリ防除

しっかり洗って、
清潔キッチン。

P.17台所用スポンジ抗菌タイプ

P.19アルコール除菌剤

P.28ふとん丸洗い宅配サービス

秋のハウスダストに。
P.08スタイルハンディ シュシュ

ニオイもハウスダストも
これ１台。

P.13空間清浄機デオ

P.25カビ取り剤

P.43気になる水まわりお掃除サービス

わが家の３６５日を、かしこく楽しくキレイに。  ダスキンがお役に立ちます。

忙しいあなたの日々に、
ダスキンが１年を通じてシーズンごとに便利な
アイテムとサービスをご用意しています。

S P R I N GS P R I N G S U M M E RS U M M E R

A U T U M NA U T U M N

P.25

 W I N T E R W I N T E R 今年こそレンジフードを  
キレイにしたい。

P.35 レンジフードクリーニング

P.16 レンジフードフィルター
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キレイに見えても、お部屋はハウスダストでいっぱい。

集めたゴミも

ソファなどのホコリも

モップについたホコリも

1 2 3

ゴミを集めて、サッと吸い取り、おそうじ終了。かる～く一拭きでホコリをキャッチ。すぐに手に取っておそうじできる。

※スタイルクリーナー専用紙パックを別途お買い求めください。
※「おそうじベーシック3」では、シュシュとララの色の組み合わせは

レッドとレッド、グレーとグレーのみとなります。

家具や窓の
桟・壁に

床の
すみずみまで

ゴミやホコリを
吸い取る

スタイルハンディ シュシュ スタイルフロア ララ スタイルクリーナー

＋＋

忙しい朝でも ホコリが

目についた時も

スタイリッシュな

インテリアに合う、

グレータイプ

急なお客様の

時にも

モップのホコリを吸い取って
４週間気持ちよく使える！

手元も高い所も
サッと一拭き。

広い床もすき間
もスイスイ。

約2,000匹 約3万個 約800万個約2,000匹 約3万個 約800万個

ホコリは、
こんなところに
たまっている。

ホコリの中には、ダニやダニのフン・死がい、花粉などのアレル物質が含まれています。１匹のダニ
が数億匹に繁殖することも。だから、こまめにホコリを退治するハウスダスト対策が必要です。

いつの間にか現れるホコリ。実はダニや花粉が潜んでいる！

※一般家庭を対象に、床面・棚面・家具上にシャーレを設置し、２週間放置後の堆積塵を
測定。10軒の数値の平均で換算。（ダスキン調べ）

ダニ カビ 細菌 花粉
など

季節に
よっては

ここが
POINT !

お部屋のホコリの半分は床、残りは棚や家具の上・
すき間・裏側にたまります。放っておくとホコリはこび
りついた汚れになってしまうので、ホコリが軽くのって
いる段階で静かにさっと拭き取ってしまいましょう。
ダスキンのモップなら、お部屋のあちこちにたまって
いるホコリを舞い上げずに素早くからめ取ることがで
きます。

現在ご使用中、または1年以内におためしされたものと同一商品のおためしはご遠慮願います。4週間おためしについて

家具上の
ホコリ
19%

床面の
ホコリ
52%

棚面の
ホコリ
29%

07 08「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

スタイルクリーナー レンタル

スタイルハンディ シュシュ レンタル スタイルフロア ララ レンタル

アレル物質（ダニ・花粉）抑制成分配合 アレル物質（ダニ・花粉）抑制成分配合

●サイズ：約高さ48.6×横幅20.4×奥行23.6cm 
●重量：約3.2kg ●電源方式：AC式100V 50/60Hz共用 
●消費電力：350W ●集塵容量：約0.9L 
●コード長さ：約3.0m（コードリール式） 

4週間標準レンタル料金 575円（税抜 533円）

4週間優待レンタル料金 302円（税抜 280円）

1枚入
4枚入

●スタイルクリーナー専用消臭・抗菌紙パック
　　　標準価格151円（税抜 140円）
　　　標準価格486円（税抜 450円）をお使いください。

場所に合わせて

長さが変えられる！

レッド グレーレッド グレー

4週間標準レンタル料金 864円（税抜 800円）

●レッド/グレー ●モップサイズ：約14.8×36.1cm 
●パイル素材：ナイロン 
●ハンドルサイズ（2段階伸縮）：最長時約116cm・最短時約77cm

4週間標準レンタル料金 1,026円（税抜 950円）

※2色から選べます。
※収納ケース付

※2色から選べます。
※収納ケース付

おそうじベーシック3 レンタル

4週間標準レンタル料金 1,890円（税抜 1,750円）

●レッド/グレー ●モップサイズ：約10×17cm 
●パイル素材：ナイロン
●ハンドルサイズ（2段階伸縮）：最長時約44cm・最短時約34cm

フロアモップ・ハンディモップ

リ
ビ
ン
グ

※スタイルクリーナー専用紙パックを別途お買い求めください。
※優待料金の適用は、ダスキンモップ（フロア・ハンディ）とセットでの
　ご契約を条件とさせていただきます。

４週間
おためし料金

600 円
税込

たっ

ぷり4週間おためしできます！

４週間
おためし料金 300 円

税込

４週間
おためし料金 50 円

税込

４週間
おためし料金 250 円

税込

上手なおそうじのコツは、
P.9のコラムをご覧ください。

すき間や手の届かない所もおそうじできて便利です。

掃除機を毎日かけなくていいので、楽になりました。

LIVING
ROOM

リビングは家族が集い、やすらぐところ。

だからこそいつもキレイで、

気持ちのいい場所にしたいですね。

リビング

※おためし時には1枚付属

※調査した一般家庭のホコリの年間平均値です。　
※季節によって変動します。家庭によって数値は異なります。（ダスキン調べ）

ホコリの中には
アレル物質が!! 梅雨から夏に大繁殖

秋にはダニの
フンや死がいが大量に…

ホコリ1gの中には・・・
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ゴミを集めて、サッと吸い取り、おそうじ終了。かる～く一拭きでホコリをキャッチ。すぐに手に取っておそうじできる。

※スタイルクリーナー専用紙パックを別途お買い求めください。
※「おそうじベーシック3」では、シュシュとララの色の組み合わせは

レッドとレッド、グレーとグレーのみとなります。

家具や窓の
桟・壁に

床の
すみずみまで

ゴミやホコリを
吸い取る

スタイルハンディ シュシュ スタイルフロア ララ スタイルクリーナー

＋＋

忙しい朝でも ホコリが

目についた時も

スタイリッシュな

インテリアに合う、

グレータイプ

急なお客様の

時にも

モップのホコリを吸い取って
４週間気持ちよく使える！

手元も高い所も
サッと一拭き。

広い床もすき間
もスイスイ。

約2,000匹 約3万個 約800万個約2,000匹 約3万個 約800万個

ホコリは、
こんなところに
たまっている。

ホコリの中には、ダニやダニのフン・死がい、花粉などのアレル物質が含まれています。１匹のダニ
が数億匹に繁殖することも。だから、こまめにホコリを退治するハウスダスト対策が必要です。

いつの間にか現れるホコリ。実はダニや花粉が潜んでいる！

※一般家庭を対象に、床面・棚面・家具上にシャーレを設置し、２週間放置後の堆積塵を
測定。10軒の数値の平均で換算。（ダスキン調べ）

ダニ カビ 細菌 花粉
など

季節に
よっては

ここが
POINT !

お部屋のホコリの半分は床、残りは棚や家具の上・
すき間・裏側にたまります。放っておくとホコリはこび
りついた汚れになってしまうので、ホコリが軽くのって
いる段階で静かにさっと拭き取ってしまいましょう。
ダスキンのモップなら、お部屋のあちこちにたまって
いるホコリを舞い上げずに素早くからめ取ることがで
きます。

現在ご使用中、または1年以内におためしされたものと同一商品のおためしはご遠慮願います。4週間おためしについて

家具上の
ホコリ
19%

床面の
ホコリ
52%

棚面の
ホコリ
29%

07 08「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

スタイルクリーナー レンタル

スタイルハンディ シュシュ レンタル スタイルフロア ララ レンタル

アレル物質（ダニ・花粉）抑制成分配合 アレル物質（ダニ・花粉）抑制成分配合

●サイズ：約高さ48.6×横幅20.4×奥行23.6cm 
●重量：約3.2kg ●電源方式：AC式100V 50/60Hz共用 
●消費電力：350W ●集塵容量：約0.9L 
●コード長さ：約3.0m（コードリール式） 

4週間標準レンタル料金 575円（税抜 533円）

4週間優待レンタル料金 302円（税抜 280円）

1枚入
4枚入

●スタイルクリーナー専用消臭・抗菌紙パック
　　　標準価格151円（税抜 140円）
　　　標準価格486円（税抜 450円）をお使いください。

場所に合わせて

長さが変えられる！

レッド グレーレッド グレー

4週間標準レンタル料金 864円（税抜 800円）

●レッド/グレー ●モップサイズ：約14.8×36.1cm 
●パイル素材：ナイロン 
●ハンドルサイズ（2段階伸縮）：最長時約116cm・最短時約77cm

4週間標準レンタル料金 1,026円（税抜 950円）

※2色から選べます。
※収納ケース付

※2色から選べます。
※収納ケース付

おそうじベーシック3 レンタル

4週間標準レンタル料金 1,890円（税抜 1,750円）

●レッド/グレー ●モップサイズ：約10×17cm 
●パイル素材：ナイロン
●ハンドルサイズ（2段階伸縮）：最長時約44cm・最短時約34cm

フロアモップ・ハンディモップ

リ
ビ
ン
グ

※スタイルクリーナー専用紙パックを別途お買い求めください。
※優待料金の適用は、ダスキンモップ（フロア・ハンディ）とセットでの
　ご契約を条件とさせていただきます。

４週間
おためし料金

600 円
税込

たっ

ぷり4週間おためしできます！

４週間
おためし料金 300 円

税込

４週間
おためし料金 50 円

税込

４週間
おためし料金 250 円

税込

上手なおそうじのコツは、
P.9のコラムをご覧ください。

すき間や手の届かない所もおそうじできて便利です。

掃除機を毎日かけなくていいので、楽になりました。

LIVING
ROOM

リビングは家族が集い、やすらぐところ。

だからこそいつもキレイで、

気持ちのいい場所にしたいですね。

リビング

※おためし時には1枚付属

※調査した一般家庭のホコリの年間平均値です。　
※季節によって変動します。家庭によって数値は異なります。（ダスキン調べ）

ホコリの中には
アレル物質が!! 梅雨から夏に大繁殖

秋にはダニの
フンや死がいが大量に…

ホコリ1gの中には・・・



フローリング・畳※1の汚れ、雑菌、
アレル物質（ダニ、花粉）をカンタン拭きそうじ。

綿ボコリも砂ボコリも
しっかりキャッチ。

綿ボコリがよく取れる。

広いお部屋に便利な
ジャンボサイズ。

リーズナブルに使える
お手軽サイズ。

手元から、エアコンの上や
カーテンレールにも使えて便利。

約
57
㎝
～
80
㎝

左右に45度まで、
自由に曲げられる
薄型ヘッド。

伸縮
ハンドル

ホワイト グレー

マイクロファイバー

素材で

ホコリをからめとる

フロアモップ・ハンディモップ フロアモップ・ハンディモップ

場所に合わせた

５段階可動

ハンドル

スタイルフロア サララ レンタル

●モップサイズ：約15.8×39.8cm ●パイル素材：ポリエステル
●ハンドルサイズ（2段階伸縮）：最長時約116cm・最短時約77cm

4週間標準レンタル料金 1,026円（税抜 950円）

※収納ケース付

すっきり除菌モップ レンタル

●モップサイズ（全体）：約26×21.5cm ●ハンドル全長：約116cm ●パイル素材：ナイロン、
ポリエステル ●薬剤成分：エタノール、界面活性剤、抗菌剤、消臭剤
●対象面積（目安）：12～18畳（両面使用の場合）

4週間標準レンタル料金 313円（税抜 290円）

※1回使いきりタイプです。

※1回使いきりタイプです。

1枚

ハンディモップS・ナイロン レンタル

4週間標準レンタル料金 810円（税抜 750円）

●モップサイズ：約17×32cm ●パイル素材：ナイロン

ハンディモップF レンタル

4週間標準レンタル料金 810円（税抜 750円）

●モップサイズ：約20×21cm ●パイル素材：綿、ナイロン

標準価格 108円（税抜 100円）

モップ収納ケース

※モップご契約のお客様に限ります。

●サイズ：約高さ52×横幅18.7×縦18.7cm　
●素材：ポリプロピレン ●重さ：約400g

フロアモップM レンタル

●モップサイズ：約29×45cm ●パイル素材：綿

4週間標準レンタル料金 918円（税抜 850円）

フロアモップSドライ・ナイロン レンタル

●モップサイズ：約24×36cm ●パイル素材：ナイロン

4週間標準レンタル料金 810円（税抜 750円）

フロアモップF レンタル

●モップサイズ：約22×39cm ●パイル素材：綿、ナイロン

4週間標準レンタル料金 918円（税抜 850円）抗菌剤を配合した洗浄成分と
汚れをしっかり落とすパイル構造で、
99％除菌※2

（ダスキン調べ）

〈パイル拡大図〉

【汚れ取り効果を比較】

水雑巾 すっきり除菌モップ

●モデル皮脂汚れで均等に汚したフローリングの
　一定回数拭き取りを実施。
●床の汚れ具合によっては
　効果が異なる場合があります。（ダスキン調べ）

※1）水拭きできる素材に限ります。
※2）すべての菌を除菌するわけではありません。

ホコリを知れば、
もっと効率的におそうじできる。

ホコリはお部屋を漂っている。

ホコリに含まれるダニのフンや死がいなどのアレル物質は、
乾燥して細かくなると、人の動きや掃除機、エアコンの気流な
どで舞い上がるため、人が吸い込みやすくなります。ホコリを
なるべく舞い上げないことがハウスダスト対策の基本です。

ホコリの中に…
ダニのフンや
死がいが

朝と帰宅時が、ホコリのおそうじタイム。

人の動きなどで舞い上
がったホコリは、空気中
に浮遊してなかなか落ち
てきません※。ホコリは、空
気が長時間動かない状
態になると積もります。だ
から朝起きてすぐや、帰
宅後すぐがおそうじタイム
です。

朝一番と
帰宅時の
おそうじが
効果的！

凹凸で

軽いホコリや

ゴミもしっかり

キャッチ！

モップを

手近に置いて

使いやすく

ホコリを舞い上げず、しっかりキャッチ。

パイルが細かなホコリも
逃さない。
短い繊維をねじり合わせて、
毛羽立たせたパイルが、細
かな溝や曲面やすき間の奥
まで届いて、ホコリをからめ
取ります。

吸着剤がホコリを
包み込んで離さない。
パイルにはダスキン独自の吸着剤が染み
込ませてあり、からめ取ったホコリをしっかり
包み込みます。さらに吸着したアレル物質
の活動を約96％抑制※します。

スタイルフロア ララ
パイル拡大図

※モップパイルにアレル物質（ダニ・花粉）を添加し、放置後、アレル物質量を
　ELISA法で測定（ダスキン調べ）。

※ホコリ（1マイクロメートルの綿ボコリ）の
　落下速度は９時間で約1m（ダスキン調べ）

※すべての掃除機がホコリを舞い上げるわけではありません。

デリケートな床材にも使える
吸着剤加工されていないモップ。

白木・無垢材に

畳に

大理石に

LIVING ROOM

「　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

コーティングしていない床にも
使える物を探していました。

４週間
おためし料金

100 円
税込

４週間
おためし料金

300 円
税込

たっ

ぷり4週間おためしできます！

ここがダスキンモップのすごいところ。

吸着剤

アレル物質
（ダニ・花粉）

カビ

花粉ダニ

細菌

特殊撮影で見ると
こんなにホコリが！

見えないホコリを
しっかり除去！

アレル物質（ダニ・花粉）抑制成分配合

アレル物質（ダニ・花粉）抑制成分配合 アレル物質（ダニ・花粉）抑制成分配合

アレル物質（ダニ・花粉）抑制成分配合 アレル物質（ダニ・花粉）抑制成分配合

「抗菌剤」「防カビ剤」
配合でカビや細菌の増
殖を防止します。

対象モップ：フロアモップF（可動タイプのヘッドのみ）/フロアモップSドライ・ナイロン

現在ご使用中、または1年以内におためしされたものと同一商品のおためしはご遠慮願います。4週間おためしについて

リ
ビ
ン
グ

リ
ビ
ン
グ

09 10

モップでそっと
触れるように軽く拭く

からめ取ったホコリを
吸着剤が包み込む

触れたホコリを
パイルがからめ取る
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綿ボコリも砂ボコリも
しっかりキャッチ。

綿ボコリがよく取れる。

広いお部屋に便利な
ジャンボサイズ。

リーズナブルに使える
お手軽サイズ。

手元から、エアコンの上や
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左右に45度まで、
自由に曲げられる
薄型ヘッド。
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ハンドル

スタイルフロア サララ レンタル

●モップサイズ：約15.8×39.8cm ●パイル素材：ポリエステル
●ハンドルサイズ（2段階伸縮）：最長時約116cm・最短時約77cm

4週間標準レンタル料金 1,026円（税抜 950円）

※収納ケース付

すっきり除菌モップ レンタル

●モップサイズ（全体）：約26×21.5cm ●ハンドル全長：約116cm ●パイル素材：ナイロン、
ポリエステル ●薬剤成分：エタノール、界面活性剤、抗菌剤、消臭剤
●対象面積（目安）：12～18畳（両面使用の場合）
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1枚

ハンディモップS・ナイロン レンタル

4週間標準レンタル料金 810円（税抜 750円）

●モップサイズ：約17×32cm ●パイル素材：ナイロン

ハンディモップF レンタル

4週間標準レンタル料金 810円（税抜 750円）

●モップサイズ：約20×21cm ●パイル素材：綿、ナイロン

標準価格 108円（税抜 100円）

モップ収納ケース

※モップご契約のお客様に限ります。

●サイズ：約高さ52×横幅18.7×縦18.7cm　
●素材：ポリプロピレン ●重さ：約400g

フロアモップM レンタル

●モップサイズ：約29×45cm ●パイル素材：綿

4週間標準レンタル料金 918円（税抜 850円）

フロアモップSドライ・ナイロン レンタル

●モップサイズ：約24×36cm ●パイル素材：ナイロン

4週間標準レンタル料金 810円（税抜 750円）

フロアモップF レンタル

●モップサイズ：約22×39cm ●パイル素材：綿、ナイロン

4週間標準レンタル料金 918円（税抜 850円）抗菌剤を配合した洗浄成分と
汚れをしっかり落とすパイル構造で、
99％除菌※2

（ダスキン調べ）

〈パイル拡大図〉

【汚れ取り効果を比較】

水雑巾 すっきり除菌モップ

●モデル皮脂汚れで均等に汚したフローリングの
　一定回数拭き取りを実施。
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死がいが

朝と帰宅時が、ホコリのおそうじタイム。

人の動きなどで舞い上
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に浮遊してなかなか落ち
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気が長時間動かない状
態になると積もります。だ
から朝起きてすぐや、帰
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包み込んで離さない。
パイルにはダスキン独自の吸着剤が染み
込ませてあり、からめ取ったホコリをしっかり
包み込みます。さらに吸着したアレル物質
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※モップパイルにアレル物質（ダニ・花粉）を添加し、放置後、アレル物質量を
　ELISA法で測定（ダスキン調べ）。
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　落下速度は９時間で約1m（ダスキン調べ）

※すべての掃除機がホコリを舞い上げるわけではありません。
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吸着剤加工されていないモップ。
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モップでそっと
触れるように軽く拭く

からめ取ったホコリを
吸着剤が包み込む

触れたホコリを
パイルがからめ取る



グリーン

パープル

ピーチピンク
約
73
㎝
～
13
1㎝

固定電荷の力で
静電気をたてずに
ホコリをキャッチ。

標準価格 129円（税抜 120円）

ハンドル（別売）

エレクトロン、

エレクトロン・エル-Eに

使用できるハンドル

水分・油分・汚れを

ひと拭き！

クロスハンディモップ

洗剤・その他

その他

　

●ピーチピンク/パープル/グリーン
●サイズ：約27.5cm（ハンドル含む）
●モップ部素材：ポリプロピレン、導電性繊維

ハンドル（別売）　 54円（税抜 50円）

モップ部のみ

エレクトロン・ミニ
4週間定期補充料金 324円（税抜 300円）

定 期 補 充

標準価格 810円（税抜 750円）

ニューエレクトロン伸縮ハンドル（別売）

軽い汚れ取りに便利なウエットシート。

●サイズ：約20.5×28.5cm ●素材：パルプ
●成分：エタノール、界面活性剤、除菌剤
●液性：弱アルカリ性

標準価格 324円（税抜 300円）

フロア汚れとりシート（ウエットタイプ） 10枚入

●サイズ：約32×32cm
●素材：マイクロファイバー（ポリエステル、ナイロン）

標準価格 756円（税抜 700円） パイプ/486円（税抜 450円）ヘッド/540円（税抜 500円）

●サイズ：ハンドル長：約115cm、ヘッド部：約10×25.6cm、
    パイプ径：約1.6cm

標準価格 1,026円（税抜 950円）

おそうじシート用ハンドル

カバー付

カーペットやラグのゴミ取りに。

シート枚数が

多くてお得

ダスキーローラーカーペット
標準セット料金 2,916円（税抜 2,700円）

●セット内容：ハンドル1本（カバー付）、ローラー2本（1本あたり・30シート）
●ハンドルサイズ：長さ約100cm
●ローラー挿入部：長さ約20cm

ローラー定期補充料金 864円（税抜 800円）

定 期 補 充

ダスキーローラー・LP（紙タイプ）

標準セット料金 3,132円（税抜 2,900円）

●セット内容：ハンドル1本（カバー付）、ローラー2本（1本あたり・55シート）
●ハンドルサイズ：長さ約101cm
●ローラー挿入部：長さ約20cm

ローラー定期補充料金 972円（税抜 900円）

定 期 補 充

おそうじクロス 2枚入

手アカを落として自然なツヤ出し。

4週間標準レンタル料金 378円（税抜 350円）

●サイズ：約26×36cm ●素材：ポリエステル 
○「超極細繊維」で織りあげたクロス

シャインアップクロス（リーフ柄） レンタル

※収納ケース付

額縁や置物などの拭きそうじに。

いろいろな素材・場所に。

強力に汚れを落として、
二度拭きいらず。

4週間標準レンタル料金 432円（税抜 400円）

●サイズ：約36.5×36.5cm ●素材：綿、レーヨン

ニューホームダスキン レンタル2枚入

※塗装面などに使用する場合は、直接スプレーせず、布などにつけて拭いてください。

標準価格

●液性：アルカリ性
○霧タイプ・スプレー別売86円（税抜 80円）をお使いください。

540円（税抜 500円）

ガラス用洗剤（500mL） スプレーは別売です

など

ステンレス ビニールレザー

フローリング

※塗装面などに使用する場合は、直接スプレーせず、布などにつけて拭いてください。

標準価格

●液性：アルカリ性
○泡タイプ・スプレー別売86円（税抜 80円）をお使いください。

540円（税抜 500円）

住まいの洗剤（500mL） スプレーは別売です

硬い樹脂膜で汚れやキズから
フロアをまもる。

※白木の床には使用できません。※水のかかる場所（玄関、脱衣所など）
や屋外、車には使用しないでください。※油加工された床、油性ワックス
を使用している床には使用できません。※説明書付

標準価格

●種類：水性（樹脂系）

648円（税抜 600円）

床用ワックス（500mL）

床の汚れ落とし＆ツヤ出しが
一度塗りでＯＫ！

※白木の床には使用できません。※水のかかる場所（玄関、脱衣所など）
や屋外、車には使用しないでください。※油加工された床、油性ワックス
を使用している床には使用できません。※説明書付

標準価格

●種類：水性（樹脂系）

1,026円（税抜 950円）

ワックス＆クリーナー（500mL）

モップ部のみ

エレクトロン

●サイズ：約43cm（ハンドル含む）
●モップ部素材：ポリプロピレン、導電性繊維

4週間定期補充料金 756円（税抜 700円）

●サイズ：約47cm（ハンドル含む）
●モップ部素材：ポリプロピレン、導電性繊維

定 期 補 充

モップ部のみ

エレクトロン・エル-E
4週間定期補充料金 1,080円（税抜 1,000円）

定 期 補 充

※日中に窓を10cm開け、花粉の量を測定
　（測定時期2009年3月 午前10時～午後5時）
　（ダスキン調べ）

花粉対策は「持ち込まない」と「舞い上げない」。

花粉は家族と一緒に帰宅する。

玄関に入る前には、花粉を払うことが大切です。また
帰宅したり窓を開けたら、すぐにその付近のおそうじを
することで、花粉を効率よく取り除けます。ベランダの
出入り口や窓のそばにモップを置いておくと、さっとお
そうじできて効果的です。

花粉の侵入経路をこまめにおそうじ。

花粉の季節、お部屋の中でも鼻がグシュグシュ
します。どこからか、花粉が侵入しているみたい。
花粉が入り込む場所を調べてみると、玄関ポー
チが第１位、ベランダが第２位※。人の出入りす
る所が花粉の侵入経路なのです。

NEW

ロングセラー商品

「　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）
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LIVING ROOM

ここが
POINT !

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

液晶テレビやパソコンにも安心して使えます。
鏡はもちろん蛇口なども
ピッカピカになります。

乾拭きしなくても
拭きむらが残らないのがいい。
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プラズマクラスターロゴ
及びプラズマクラスター、
Plasmaclusterはシャープ
株式会社の登録商標です。

ハウスダストだけでなく、
いやなニオイやウイルスまでも。※1 ※2 ※3　

洗いたいけど洗いにくい布製品に。

いやなニオイを消して、いい香りだけ漂う。

ニオイや湿気のムレをしっかり除去。

プラズマクラスター搭載で
カーテンなどに付着したタバコの

付着臭を分解除去。

ダニのフン・死がいの

浮遊アレル物質の増加を抑制。

以上※1
95％

以上※2
90％

集塵率

以上※5
98％

浮遊ウイルスの作用
を抑制。※3

脱臭率

※6
ウイルスサイズの

微粒子
も除去

静かな
運転音！

※3

※3

※部屋干しの洗濯
物にも使えます
（濡れているうち
にスプレーしてく
ださい）。

ダスキン浄水器の使用
済み活性炭を再生した
（財）日本環境協会エコ
マーク事務局認定のエ
コロジー商品です。

ピーチの
香り

アプリコットの
香り

ベルガモットの
香り

石けんの
香り

ローズの
香り

靴

収納ケース

押入れ

こんなところに

シンプルなデザインで
どこにでもピッタリ！

詰替用

空 気 清 浄 脱 臭 機

芳 香・消 臭・脱 臭

※5） 0.3～0.5μmの微粒子をフィルター単体で集塵した場合の初期の除去率。（ダスキン調べ） ※6） 空気中
に浮遊する50～200nm（ナノメートル）の粉塵にて測定。（ダスキン調べ） ※7） JEM1467に基づく試験にて算
出。（ダスキン調べ）

4週間標準レンタル料金 3,132円（税抜 2,900円）

保守料金 5,400円（税抜 5,000円）（契約時のみ）

空気清浄機
クリーン空感 ミニ

●電源：AC100V 50/60Hz ●運転方法：自動（急速・強・標準）、手動（急速・強・標準・静音） 
●風量：急速（3m3/分）、強（2m3/分）、標準（1m3/分）、静音（0.5m3/分） ●消費電力：急速

（22Ｗ）、強（13Ｗ）、標準（9Ｗ）、静音（8Ｗ） ●運転音：急速（42ｄＢ）、強（34ｄＢ）、標準（17
ｄＢ）、静音（8ｄＢ） ●サイズ：高さ480×幅350×奥行200mm ●重量：約6.1kg（フィルター
セット含む） ●電源コード長さ：2.0ｍ

適用床面積※7

～約12畳 レンタル

部材・取付費 5,400円（税抜 5,000円）（壁掛時のみ）

※1） 0.3～0.5μmの微粒子をフィルター単体で集塵した場合の初期の除去率。（ダスキン調べ） ※2） JEM1467に基
づく試験方法での初期総合除去率。（ダスキン調べ） ※3） 試験結果は実空間で同様の結果を保証するものでは
ありません。（シャープ（株）調べ） ※4） 商品を壁際に置いて、強運転時に部屋中央付近（床上から高さ約1.2ｍ）で空中
に吹き出されるプラズマクラスターイオン個数が、約7,000個/ｃm3測定できる部屋の広さです。（シャープ（株）調べ）
プラズマクラスターについてはシャープ（株）のホームページをご覧ください。

4週間標準
レンタル料金 4,428円（税抜 4,100円）

プラズマクラスター搭載
空間清浄機デオ

●電源：AC100Ｖ 50/60Hz ●運転方法：自動/手動（強・中・弱） ●風量：強（2.8m3/分）、
中（1.8m3/分）、弱（0.9m3/分） ●消費電力（50/60Ｈｚ）：強（38/46W）、中（21/25W）、
弱（9/10W） ●運転音：強（46dB）、中（36ｄＢ）、弱（23ｄＢ） ●サイズ：高さ380×幅385×
奥行137mm ●重量：約3.8kg（フィルター含む） ●電源コード長さ：1.8ｍ

適用床面積※4

～約8畳 レンタル

（脱臭フィルター＋集塵フィルター）

初回

4週間標準
レンタル料金 1,620円（税抜 1,500円）

（脱臭フィルター+本体メンテナンス含む）

２回目
以降

1年を目安に集塵フィルター（税込 2,808円）の交換が必要です。
また、使用環境により、交換が早まる場合があります。

トイレ 洗面所 洗濯機
まわり玄関 ペット

まわり
おむつ
替え キッチン タバコ臭

こんな場所、こんなときに便利！！

脱臭率

以上※8

80％

ダスキン独自の特殊活性炭フィルター
気になる7大悪臭もピンポイントで脱臭！

７大悪臭（魚や甲殻
類、尿や肉、卵や野菜
などの腐敗臭、さらに
汗やワキのニオイ、ム
レた靴下のニオイなど）
もすっきり除去します。

脱臭フィルター拡大図 脱臭のイメージ
粒状
活性炭

ニオイ
成分

※9

〈壁掛け〉 〈横置き〉

空間脱臭機キューブ レンタル

4週間標準レンタル料金 864円（税抜 800円）
（脱臭フィルター＋本体メンテナンス含む）

※8）JEM1467に基づく試験方法での初期総合除去率。（ダスキン調べ）
※9）アンモニア、トリメチルアミン、硫化水素、メチルメルカプタン、酢酸、イソ吉草酸、ノルマル酪酸

●電源：ＡＣアダプター 入力：AC100V 50/60Hz　出力：DC12V 1A ●運転モード：強、弱
●風量：強（1.1m3/分）、弱（0.6m3/分） ●消費電力：強（13W）、弱（3W） ●運転音：強（56dB）、
弱（42dB） ●運転方法：手動（強・弱） ●サイズ：高さ94×幅136×奥行136mm ●重量：約0.5kg
●ACアダプターコード長さ：1.8m

ピュアコロン
標準価格 各432円（税抜 400円）

補充用
（薬剤ボトルのみ） 各399円（税抜 370円）

標準価格 1,080円（税抜 1,000円）

活性炭脱臭パック 4本入

●サイズ：約20.5×8.6cm（1本あたり） ●成分：活性炭 
●内容量：100g×4本入 ●交換時期：12週間（または3ヵ月）
を交換の目安にしてください。

標準価格 518円（税抜 480円）

詰替用：320mL 標準価格 378円（税抜350円）

布製品用消臭剤
リフレシャワー（370mL）

●液性：中性

ラベンダーの香り

集塵率

〈イメージ図〉 ワイドな吸引面積と
4方向吹き出し構造で
効果的に脱臭

ミントの
香り

リリーの
香り

ピンクグレープ
フルーツの香り

［補充用］

最後の
一滴まで
しっかり香る

ホコリ・花粉などのハウスダストを
しっかりキャッチ！
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お部屋の空気もキレイにしましょう。

空気には見えないものがいっぱい。
空気清浄機はフィルターで目に
見えない汚れまで取るしくみ。
ダスキンなら４週間ごとにフィル
ターを交換。本体までしっかり
メンテナンスするのでよく取れる
のです。

汚れたフィルターのままでいいの？
目には見えなくても、お部屋の空気は汚れているかもし
れません。花粉やホコリに細菌、ウイルス、PM2.5とい
う「微粒子」や、タバコ臭、生ごみ臭などの「生活臭」も。
だけどモップでおそう
じするわけにはいきま
せんね。だから空気清
浄機が人気なのです。

NEW

LIVING ROOM

ここが
POINT !

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）「　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

トイレで使っています。小さいのにすごい脱臭力です。花粉の季節は欠かせません。
ペットや焼肉のニオイも取ってくれます。

自然な香りにちかいのでいいですね。

リビング部門
人気商品ランキング
１位※

※レンタル・定期補充を除く商品の出荷実績より（2014年4月～2015年3月）



プラズマクラスターロゴ
及びプラズマクラスター、
Plasmaclusterはシャープ
株式会社の登録商標です。

ハウスダストだけでなく、
いやなニオイやウイルスまでも。※1 ※2 ※3　

洗いたいけど洗いにくい布製品に。

いやなニオイを消して、いい香りだけ漂う。

ニオイや湿気のムレをしっかり除去。

プラズマクラスター搭載で
カーテンなどに付着したタバコの

付着臭を分解除去。

ダニのフン・死がいの

浮遊アレル物質の増加を抑制。

以上※1
95％

以上※2
90％

集塵率

以上※5
98％

浮遊ウイルスの作用
を抑制。※3

脱臭率

※6
ウイルスサイズの

微粒子
も除去

静かな
運転音！

※3

※3

※部屋干しの洗濯
物にも使えます
（濡れているうち
にスプレーしてく
ださい）。

ダスキン浄水器の使用
済み活性炭を再生した
（財）日本環境協会エコ
マーク事務局認定のエ
コロジー商品です。

ピーチの
香り

アプリコットの
香り

ベルガモットの
香り

石けんの
香り

ローズの
香り

靴

収納ケース

押入れ

こんなところに

シンプルなデザインで
どこにでもピッタリ！

詰替用

空 気 清 浄 脱 臭 機

芳 香・消 臭・脱 臭

※5） 0.3～0.5μmの微粒子をフィルター単体で集塵した場合の初期の除去率。（ダスキン調べ） ※6） 空気中
に浮遊する50～200nm（ナノメートル）の粉塵にて測定。（ダスキン調べ） ※7） JEM1467に基づく試験にて算
出。（ダスキン調べ）

4週間標準レンタル料金 3,132円（税抜 2,900円）

保守料金 5,400円（税抜 5,000円）（契約時のみ）

空気清浄機
クリーン空感 ミニ

●電源：AC100V 50/60Hz ●運転方法：自動（急速・強・標準）、手動（急速・強・標準・静音） 
●風量：急速（3m3/分）、強（2m3/分）、標準（1m3/分）、静音（0.5m3/分） ●消費電力：急速

（22Ｗ）、強（13Ｗ）、標準（9Ｗ）、静音（8Ｗ） ●運転音：急速（42ｄＢ）、強（34ｄＢ）、標準（17
ｄＢ）、静音（8ｄＢ） ●サイズ：高さ480×幅350×奥行200mm ●重量：約6.1kg（フィルター
セット含む） ●電源コード長さ：2.0ｍ

適用床面積※7

～約12畳 レンタル

部材・取付費 5,400円（税抜 5,000円）（壁掛時のみ）

※1） 0.3～0.5μmの微粒子をフィルター単体で集塵した場合の初期の除去率。（ダスキン調べ） ※2） JEM1467に基
づく試験方法での初期総合除去率。（ダスキン調べ） ※3） 試験結果は実空間で同様の結果を保証するものでは
ありません。（シャープ（株）調べ） ※4） 商品を壁際に置いて、強運転時に部屋中央付近（床上から高さ約1.2ｍ）で空中
に吹き出されるプラズマクラスターイオン個数が、約7,000個/ｃm3測定できる部屋の広さです。（シャープ（株）調べ）
プラズマクラスターについてはシャープ（株）のホームページをご覧ください。

4週間標準
レンタル料金 4,428円（税抜 4,100円）

プラズマクラスター搭載
空間清浄機デオ

●電源：AC100Ｖ 50/60Hz ●運転方法：自動/手動（強・中・弱） ●風量：強（2.8m3/分）、
中（1.8m3/分）、弱（0.9m3/分） ●消費電力（50/60Ｈｚ）：強（38/46W）、中（21/25W）、
弱（9/10W） ●運転音：強（46dB）、中（36ｄＢ）、弱（23ｄＢ） ●サイズ：高さ380×幅385×
奥行137mm ●重量：約3.8kg（フィルター含む） ●電源コード長さ：1.8ｍ

適用床面積※4

～約8畳 レンタル

（脱臭フィルター＋集塵フィルター）

初回

4週間標準
レンタル料金 1,620円（税抜 1,500円）

（脱臭フィルター+本体メンテナンス含む）

２回目
以降

1年を目安に集塵フィルター（税込 2,808円）の交換が必要です。
また、使用環境により、交換が早まる場合があります。

トイレ 洗面所 洗濯機
まわり玄関 ペット

まわり
おむつ
替え キッチン タバコ臭

こんな場所、こんなときに便利！！

脱臭率

以上※8

80％

ダスキン独自の特殊活性炭フィルター
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などの腐敗臭、さらに
汗やワキのニオイ、ム
レた靴下のニオイなど）
もすっきり除去します。
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火災の発生を
光と音声でわかりやすく
お知らせ。

換気扇を
スッポリ包んで
汚さない。

油料理の少ないご家庭に。

目詰まりしにくい特殊構造で、
油煙をたっぷり捕集。

登録No.070036

このフィルターの一部は
バイオマスプラスチック
（トウモロコシ）を使用して
作られています。

国家検定
合格品

キッチンフィルター 天ぷら油ろ過器

消火器

難燃加工済

難燃加工済

フィルター
4週間定期補充料金（1枚につき）

アルミ枠 使用料（1枚につき）
※初回のみ

388円～864円（税抜 360～800円）

※お客様のレンジフードの種類により、数枚のアルミ枠・フィルターが必要です。

レンジフードフィルター 不織布タイプ 定 期 補 充

648円～2,160円（税抜 600～2,000円）

音声タイプ

火災警報器

標準価格 10,260円（税抜 9,500円）

●外観寸法：高さ430×直径105mm ●重量：約3.8kg
●放射時間：約28秒

もしもの時に。冷却効果に優れた液体タイプ。

標準価格 108円（税抜 100円）

消火器設置台

※ダスキン消火器（1.5L、1L）共通の設置台です。〈1.5Lタイプ〉

難燃加工済

フィルター
4週間定期補充料金（1枚につき）

アルミ枠 使用料（1枚につき）
※初回のみ

594円～1,296円（税抜 550～1,200円）
※交換時には、専用のアルミ枠をおそうじいたします。

※お客様のレンジフードの種類により、数枚のアルミ枠・フィルターが必要です。

レンジフードフィルター ガラス繊維タイプ 定 期 補 充

648円～2,160円（税抜 600～2,000円）

汚れ、ニオイを活性炭でしっかり除去！
油をくり返し使えます。

全面換気扇フィルター25
4週間定期補充料金

※20cm・30cm扇用の別タイプのものもございます。

全面換気扇フィルター（25cm扇用） 定 期 補 充

972円（税抜 900円）

全面換気扇枠25 使用料
※初回のみ 1,026円（税抜 950円）

5年リース住宅用火災警報器なるる 10N
リース＆メンテナンス料金 1,620円（税抜 1,500円）/年

※東芝ライテック（株）製です。外観仕様は改良の為、変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。
※「なるる」は東芝ライテック（株）の登録商標です。

●感知方式：煙式 ●電源：専用リチウム電池 ●質量（電池含む）：約85g ●外形寸法
（取付ベース含む）：直径82×高さ39mm
※リース契約期間はメンテナンス付きの5年。※リースのご契約から2年未満に中途解約される場合には、
解約違約金1,500円/1台（消費税はかかりません）を申し受けます。※表示料金は1台あたりの料金です。

7,560円（税抜 7,000円）

消火器1L液体タイプRS2
標準価格

消火器1.5L液体タイプRS（設置台付き）

●外観寸法：高さ407×直径89mm ●重量：約2.9kg
●放射時間：約19秒

●回収について
新しい消火器のご購入と同時に期限切れなどにより不要となったダスキン消火器を
無料で下取りいたします。下取りをご希望の場合は、新しいダスキン消火器をご注文
の際にお客様係にお申し出ください。
※ご購入本数と下取り本数は同数とさせていただきます。※下取りでの回収は不要になったダスキン消火器に
貼付けされているリサイクルシール記載の有効期限内のダスキン消火器に限ります。リサイクルシール記載の
有効期限が過ぎたダスキン消火器は、別途お客様の費用負担でリサイクルシールをご用意いただき、有効期
限内のリサイクルシールを貼付けてください。※下取りでの回収はダスキン消火器の販売終了などの理由によ
り、予告なしに変更・終了させていただく場合がございます。
なお、回収のみのご依頼、他社製消火器の回収、またはリサイクルシールの購入は、
お客様係、あるいはコールセンターへお問い合わせください。

〈共通〉
●消火薬剤：強化液消火薬剤（アルカリ性） ●放射距離：
3～7m ●適応火災：普通火災、ストーブ火災、天ぷら油火災、
電気火災 ●使用有効期限:5年
※標準価格には有料リサイクルシール代金が含まれています。

標準価格 3,132円（税抜 2,900円）

天ぷら油ろ過器 油っくりん ナイス

●材質：SUS304（ステンレス）、フェノール樹脂、ポリスチレン
樹脂 ●重量：約684g ●寸法：高さ164×幅205mm（グリップ
含む） ●容量：（内ポット）約0.6L／（外ポット）約0.7L ●使用
温度：180℃以下（推奨約50℃）

ろ過フィルター1個付

標準価格 648円（税抜 600円）

天ぷら油ろ過器 油っくりん用フィルター

●材質：パルプ、レーヨン、粉状活性炭 
●ろ過容量：約1,500ｇ（約1.65L） ●耐熱温度：180℃以下
※食品衛生法上の有害物質は一切含まれておりません。※旧タイプ
の油っくりん（2ポット１Lタイプ）を使用する場合は油を約50℃まで冷
ましてろ過してください。

4個入

フィルターレスタイプに

対応できる

フィルターもあります

レンジフードの中は、
こんなに汚れている！

油煙はキッチンを汚すキレイの天敵。
おうちのレンジフードの中、こんなことになると大変。
レンジフードのベタベタは、揚げ物や炒め物をした時に
出る湯気や煙に油が混じったもの（油煙）が、
レンジフードに吸い込まれてくっついた汚れです。

フィルターが目詰まりすると、
キッチンがベタベタに。
レンジフードのフィルターが目詰まりすると、
油煙を吸い込みきれなくなり、キッチン全体に
油煙が広がり、ベタベタに汚れてしまうのです。

ダスキンならフィルターを４週間ごとにきちんと交換。

ダスキンのキッチンフィルターなら通気性がよく、油
煙をしっかりキャッチ。だから、レンジフードの中のキ
レイが続きます。４週間ごとにダスキンのスタッフが
交換するので、目詰まりしにくく、キッチンのベタベタ
汚れも抑えられます。しかも燃えにくい難燃加工なの
で安心です。

※レンジフードの機種によって、フィルターの大きさ、枚数、料金が変わります。
※レンジフードの機種によっては対応できない場合があります。

KITCHEN
キッチン

※もしレンジフードの汚れがひどい場合は、プロのサービスを利用する手があります。P.35「レンジフードクリーニング」をご覧ください。

大きな油 小さな油

キッチン側

※イメージです。

ファン側

油 煙 きれいな
空気

厚みのある立体構造で、油煙を効率よく捕集。

取り替えも、ダスキンにおまかせ！

■ダスキンレンジフードフィルター（ガラス繊維タイプ）断面図

キッチンは、いつもピカピカにしておきたい。

レンジフードフィルターから浄水器まで、

見た目だけじゃなく、清潔さにもこだわりたいのです。

４週間
おためし料金

（1枚につき）

178円～
税込

388円
税込

たっ

ぷり4週間おためしできます！

「　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

とても吸収がよくて、そうじも楽。
他のフィルターは使えません。

お客様のレンジフードにぴったり合うものを
ご用意しています！

深型 フィルターレス 浅型

フィルター
交換後 4週間後

レンジフードの
中がベタベタ
支給希望

まず４週間の「おためし」で、その良さを実感してください。

４週間おためし料金
（1枚につき） 116円～

税込 259円
税込

４週間
おためし料金 291円

税込

目
詰
ま
り

し
て
い
る

キッチン側 ファン側

油汚れが広がりベタベタに

レンジフードフィルター

油煙

現在ご使用中、または1年以内におためしされたものと同一商品のおためしはご遠慮願います。4週間おためしについて

キ
ッ
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火災の発生を
光と音声でわかりやすく
お知らせ。

換気扇を
スッポリ包んで
汚さない。

油料理の少ないご家庭に。

目詰まりしにくい特殊構造で、
油煙をたっぷり捕集。

登録No.070036

このフィルターの一部は
バイオマスプラスチック
（トウモロコシ）を使用して
作られています。

国家検定
合格品

キッチンフィルター 天ぷら油ろ過器

消火器

難燃加工済

難燃加工済

フィルター
4週間定期補充料金（1枚につき）

アルミ枠 使用料（1枚につき）
※初回のみ

388円～864円（税抜 360～800円）

※お客様のレンジフードの種類により、数枚のアルミ枠・フィルターが必要です。

レンジフードフィルター 不織布タイプ 定 期 補 充
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音声タイプ

火災警報器
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●外観寸法：高さ430×直径105mm ●重量：約3.8kg
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もしもの時に。冷却効果に優れた液体タイプ。
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汚れ、ニオイを活性炭でしっかり除去！
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全面換気扇フィルター25
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※東芝ライテック（株）製です。外観仕様は改良の為、変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。
※「なるる」は東芝ライテック（株）の登録商標です。
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（取付ベース含む）：直径82×高さ39mm
※リース契約期間はメンテナンス付きの5年。※リースのご契約から2年未満に中途解約される場合には、
解約違約金1,500円/1台（消費税はかかりません）を申し受けます。※表示料金は1台あたりの料金です。

7,560円（税抜 7,000円）

消火器1L液体タイプRS2
標準価格

消火器1.5L液体タイプRS（設置台付き）
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対応できる

フィルターもあります
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こんなに汚れている！
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交換するので、目詰まりしにくく、キッチンのベタベタ
汚れも抑えられます。しかも燃えにくい難燃加工なの
で安心です。

※レンジフードの機種によって、フィルターの大きさ、枚数、料金が変わります。
※レンジフードの機種によっては対応できない場合があります。
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※写真は3分割したエコスポンジ・ミニ
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かわいくて使いやすいキャラクタースポンジも人気です。

丈夫で長持ちなので
経済的です。

ガンコなこげつきも
スッキリ。

標準価格 各194円（税抜 180円）

台所用スポンジ抗菌タイプ 1個入

●イエロー/ローズ/ライトグリーン　
●サイズ：6.5×12.5×3.5cm ●素材：ウレタンフォーム、
ナイロン不織布（研磨材入）、無機系抗菌剤

標準価格 388円（税抜 360円）

ハローキティのエコスポンジ・ミニ 2色セット

●サイズ（1個）：約8×6.5×2.5cm

標準価格 550円（税抜 510円）

台所用スポンジ3色セット抗菌タイプS

標準価格 237円（税抜 220円）

エコスポンジ・ミニ

●サイズ：12.5×6.5×2.5cm（3分割できます）　
●素材：高密度メラミンフォーム、ウレタンフォーム

キッチン部門
人気商品ランキング
１位※

年間出荷数
1千万個

以上！※

ス ポンジ

クロス

標準価格 194円（税抜 180円）

台所用スポンジ抗菌タイプ
オタメシジャクシ スポンジ

●サイズ：6.5×10.9×3.5cm ●素材：ウレタンフォーム、
ナイロン不織布（研磨材入）、無機系抗菌剤

1個入

数量
限定

標準価格 205円（税抜 190円）

ハローキティのエコスポンジ・ミニ 1個入

●サイズ：約8×6.5×2.5cm

数量
限定

数量
限定

標準価格 864円（税抜 800円）

食器ふきあげクロス

●サイズ：約30×50cm
●素材：ポリエステル100％の超極細繊維

標準価格 486円（税抜 450円）

クリーナークロスキッチン用 30枚入

●液性：弱アルカリ性 ●シートサイズ：約22×25cm
●素材：レーヨン、ポリプロピレン
○人体、食品には使用しないでください。

標準価格 486円（税抜 450円）

クリーナークロス除菌用 20枚入

●液性：弱酸性 ●シートサイズ：約22×30cm
●素材：パルプ
○人体、食品には使用しないでください。

標準価格 410円（税抜 380円）

IH・ガラストップ用クリーナー 3個入

●サイズ：4×6×3.3cm ●素材：ナイロン繊維、樹脂研磨
粒子、ウレタンスポンジ（無機系抗菌剤使用）
※汚れがひどい場合には中性洗剤をつけてご使用ください。 
○ご使用になれないもの／フッ素樹脂加工製品、プラスチック製品、
漆器、金銀等の貴金属製品、陶磁器の金線模様、くもり止めや防汚
など表面加工された鏡・衛生陶器、その他キズを嫌うもの。 
○使用上の注意／必ず水で濡らしてお使いください。乾いた状態で
お使いいただくとキズが付く可能性があります。

レンジまわりふきん

標準価格 324円（税抜 300円）

S.O.S 10個入

○プラスチックやテフロン加工などキズのつきやすいところに
は使えません。

ロングセラー商品
ガンコな汚れも

削って落とす！

少ない洗剤で

たっぷり洗える！

泡切れや水切れが

とってもいい！

必要な分だけカットして、

ピンポイントの

おそうじに

1. 細菌をつけない

食中毒から、家族を守ろう。

意外にご家庭でも多く発生している食中毒。とくに夏場は細菌に注意が必要です。
キッチンでは、次の３つのポイントを心がけてください。

● こまめに手や食器・調理道具を洗う。
● 生肉・生魚は他の食材ときちんと分ける。

2. 細菌を増やさない
● 調理を途中でやめたら食品は冷蔵庫へ。
● 料理や食材は冷蔵庫で保存し、早めに食べる。

3. 細菌をやっつける
● 食品はしっかりと均一に加熱する。
　（中心部分の温度は75℃以上が目安）
● 調理道具は洗剤で汚れをしっかり洗い流し、よく乾かす。

スポンジは汚れを
落として水切りしやすい
ように立てて

超極細
繊維

使い捨て
クロス

使い捨て
クロス

汚れ・水分をサッと吸い取る！
丈夫で使いやすい大判サイズ。

水だけで油汚れもみるみる落とす。 油汚れも落とす、手にやさしい洗剤付き。

水滴や、くもりも拭き取ってピカピカ。 流し台や冷蔵庫まわりを清潔に。

（ホワイト）

標準価格 各410円（税抜 380円）

標準価格 1,188円（税抜 1,100円）

●ホワイト（1枚入／3枚入）、 ピンク（1枚入）
●サイズ：約27×44cm ●素材：レーヨン100％
○塩素系漂白剤・タンブラー乾燥機は使用しないでください。
※ピンクは1枚入のみのお取り扱いとなります。

1枚入

3枚入

標準価格 各756円（税抜 700円）

フキペット

●レッド/イエロー/ブルー ●サイズ：約20×30cm 
●素材：ポリエステル100％
○表面塗装したものへのご使用はお避けください。 ○水滴が残る
場合は、乾いた布で空拭きしてください。 ○頑固な油汚れには少
量の洗剤を使うと効果的です。

レッド ブルー

イエロー

泡立ちが良く汚れも落ちやすく、もうこれしか使えません。

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

五徳からグリル、ガス台の汚れも本当にキレイになります。

長持ちして、
私のおすすめ第１位です。

洗剤を使わないのに、茶渋がすっと落ちて驚きました。

数量限定

※レンタル・定期補充を除く商品の出荷実績より（2014年4月～2015年3月）

（ピンク）

©1976, 2016 SANRIO CO., LTD.　
APPROVAL NO. G560048

ⓒ2010
熊本県くまモン
＃13381

標準価格 216円（税抜 200円）

台所用スポンジ抗菌タイプ
ハローキティ スポンジ

●サイズ：7.1×8.3×3.5cm ●素材：ウレタンフォーム、
ナイロン不織布（研磨材入）、無機系抗菌剤

標準価格 194円（税抜 180円）

台所用スポンジ抗菌タイプ
くまモンのスポンジ

●サイズ：7.2×11×3.5cm ●素材：ウレタンフォーム、
ナイロン不織布（研磨材入）、無機系抗菌剤

1個入 1個入

数量
限定

数量
限定

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）
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かわいくて使いやすいキャラクタースポンジも人気です。

丈夫で長持ちなので
経済的です。

ガンコなこげつきも
スッキリ。

標準価格 各194円（税抜 180円）

台所用スポンジ抗菌タイプ 1個入

●イエロー/ローズ/ライトグリーン　
●サイズ：6.5×12.5×3.5cm ●素材：ウレタンフォーム、
ナイロン不織布（研磨材入）、無機系抗菌剤

標準価格 388円（税抜 360円）

ハローキティのエコスポンジ・ミニ 2色セット

●サイズ（1個）：約8×6.5×2.5cm

標準価格 550円（税抜 510円）

台所用スポンジ3色セット抗菌タイプS

標準価格 237円（税抜 220円）

エコスポンジ・ミニ

●サイズ：12.5×6.5×2.5cm（3分割できます）　
●素材：高密度メラミンフォーム、ウレタンフォーム

キッチン部門
人気商品ランキング
１位※

年間出荷数
1千万個

以上！※

ス ポンジ

クロス

標準価格 194円（税抜 180円）

台所用スポンジ抗菌タイプ
オタメシジャクシ スポンジ

●サイズ：6.5×10.9×3.5cm ●素材：ウレタンフォーム、
ナイロン不織布（研磨材入）、無機系抗菌剤

1個入

数量
限定

標準価格 205円（税抜 190円）

ハローキティのエコスポンジ・ミニ 1個入

●サイズ：約8×6.5×2.5cm

数量
限定

数量
限定

標準価格 864円（税抜 800円）

食器ふきあげクロス

●サイズ：約30×50cm
●素材：ポリエステル100％の超極細繊維

標準価格 486円（税抜 450円）

クリーナークロスキッチン用 30枚入

●液性：弱アルカリ性 ●シートサイズ：約22×25cm
●素材：レーヨン、ポリプロピレン
○人体、食品には使用しないでください。

標準価格 486円（税抜 450円）

クリーナークロス除菌用 20枚入

●液性：弱酸性 ●シートサイズ：約22×30cm
●素材：パルプ
○人体、食品には使用しないでください。

標準価格 410円（税抜 380円）

IH・ガラストップ用クリーナー 3個入

●サイズ：4×6×3.3cm ●素材：ナイロン繊維、樹脂研磨
粒子、ウレタンスポンジ（無機系抗菌剤使用）
※汚れがひどい場合には中性洗剤をつけてご使用ください。 
○ご使用になれないもの／フッ素樹脂加工製品、プラスチック製品、
漆器、金銀等の貴金属製品、陶磁器の金線模様、くもり止めや防汚
など表面加工された鏡・衛生陶器、その他キズを嫌うもの。 
○使用上の注意／必ず水で濡らしてお使いください。乾いた状態で
お使いいただくとキズが付く可能性があります。

レンジまわりふきん

標準価格 324円（税抜 300円）

S.O.S 10個入

○プラスチックやテフロン加工などキズのつきやすいところに
は使えません。

ロングセラー商品
ガンコな汚れも

削って落とす！

少ない洗剤で

たっぷり洗える！

泡切れや水切れが

とってもいい！

必要な分だけカットして、

ピンポイントの

おそうじに

1. 細菌をつけない

食中毒から、家族を守ろう。

意外にご家庭でも多く発生している食中毒。とくに夏場は細菌に注意が必要です。
キッチンでは、次の３つのポイントを心がけてください。

● こまめに手や食器・調理道具を洗う。
● 生肉・生魚は他の食材ときちんと分ける。

2. 細菌を増やさない
● 調理を途中でやめたら食品は冷蔵庫へ。
● 料理や食材は冷蔵庫で保存し、早めに食べる。

3. 細菌をやっつける
● 食品はしっかりと均一に加熱する。
　（中心部分の温度は75℃以上が目安）
● 調理道具は洗剤で汚れをしっかり洗い流し、よく乾かす。

スポンジは汚れを
落として水切りしやすい
ように立てて

超極細
繊維

使い捨て
クロス

使い捨て
クロス

汚れ・水分をサッと吸い取る！
丈夫で使いやすい大判サイズ。

水だけで油汚れもみるみる落とす。 油汚れも落とす、手にやさしい洗剤付き。

水滴や、くもりも拭き取ってピカピカ。 流し台や冷蔵庫まわりを清潔に。

（ホワイト）

標準価格 各410円（税抜 380円）

標準価格 1,188円（税抜 1,100円）

●ホワイト（1枚入／3枚入）、 ピンク（1枚入）
●サイズ：約27×44cm ●素材：レーヨン100％
○塩素系漂白剤・タンブラー乾燥機は使用しないでください。
※ピンクは1枚入のみのお取り扱いとなります。

1枚入

3枚入

標準価格 各756円（税抜 700円）

フキペット

●レッド/イエロー/ブルー ●サイズ：約20×30cm 
●素材：ポリエステル100％
○表面塗装したものへのご使用はお避けください。 ○水滴が残る
場合は、乾いた布で空拭きしてください。 ○頑固な油汚れには少
量の洗剤を使うと効果的です。

レッド ブルー

イエロー

泡立ちが良く汚れも落ちやすく、もうこれしか使えません。

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

五徳からグリル、ガス台の汚れも本当にキレイになります。

長持ちして、
私のおすすめ第１位です。

洗剤を使わないのに、茶渋がすっと落ちて驚きました。

数量限定

※レンタル・定期補充を除く商品の出荷実績より（2014年4月～2015年3月）

（ピンク）

©1976, 2016 SANRIO CO., LTD.　
APPROVAL NO. G560048

ⓒ2010
熊本県くまモン
＃13381

標準価格 216円（税抜 200円）

台所用スポンジ抗菌タイプ
ハローキティ スポンジ

●サイズ：7.1×8.3×3.5cm ●素材：ウレタンフォーム、
ナイロン不織布（研磨材入）、無機系抗菌剤

標準価格 194円（税抜 180円）

台所用スポンジ抗菌タイプ
くまモンのスポンジ

●サイズ：7.2×11×3.5cm ●素材：ウレタンフォーム、
ナイロン不織布（研磨材入）、無機系抗菌剤

1個入 1個入

数量
限定

数量
限定

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）



補充用

細かなゴミをしっかりキャッチし、
ヌメリ防止。

キトサン加工でヌメリや悪臭を防ぎ、
短期間でも雑菌の繁殖に差が！
※夏場2日間継続使用の場合

（ユニチカトレーディング株式会社調べ）

抗菌未加工の
ネットを使用

抗菌加工の
ネットを使用

庫内の気になるニオイを脱臭。
収納しやすいコンパクトサイズ。

酵素の力ですっきりとした
洗い上がり。

除菌・消臭もできる
酸素系漂白剤。

ベトベトの
油汚れもすっきり。

消臭成分
配合

オレンジ
オイル
配合

指先と
手のひらに
すべり止め
加工。

あちこち安心して使える、
100％食品添加物の除菌剤。

作業がしやすい内側
起毛タイプ。

きめ細かな2種類の研磨粒子で
軽くこするとピカピカに。

など

包丁・まな板

おもちゃ

生ゴミの消臭

こんなところに

KITCHEN

キッチン 洗 剤 水 切りネット脱 臭 剤

輸入品

冷蔵庫用

冷凍庫用

●液性：弱アルカリ性

※計量スプーン付

標準価格 648円（税抜 600円）

食器洗い乾燥機用洗剤 きゅらら 袋タイプ（600g）

●液性：弱アルカリ性

※金属製の容器、用具、漆器には使用しないでください。

標準価格 486円（税抜 450円）

台所用漂白剤（酸素系）（450g）

標準価格 734円（税抜 680円）

補充用：280mL 標準価格 626円（税抜 580円）

野菜・ほ乳瓶・食器用洗剤 ナチュ（300mL）

●液性：中性

無香料
無着色

6種類の
天然ハーブ
エキス配合

詰替用

標準価格 367円（税抜 340円）

詰替用:250mL 標準価格 302円（税抜 280円）

台所用洗剤（300mL）

●液性：中性

標準価格 486円（税抜 450円）

油汚れ用洗剤（500mL）

●液性：アルカリ性
○泡タイプ・スプレー別売 86円（税抜 80円）をお使いください。 
○塗装面に使用する場合は、直接スプレーせず、布などにつけて拭
いてください。 ○塗装の古いものは、塗装がはげる場合がありますの
でご注意ください。　

スプレーは別売です

標準価格 378円（税抜 350円）

クリームクレンザー（500g）

●液性：弱アルカリ性

※プラスチック、塗装面、テフロン加工などのキズのつきやすいとこ
ろへの使用は避けてください。　

手荒れの原因のひとつとされているタンパク質を、ほとんど分解
除去している天然ゴム（Selatex）を使用しています。

標準価格 237円（税抜 220円）

天然ゴム手袋 ピンク（Mサイズ）

●素材：天然ゴム　●長さ/約30cm、手のひら幅/約10cm、
中指の長さ/約8.4cm

標準価格 648円（税抜 600円）

アルコール除菌剤（500mL）

●液性：中性
○霧タイプ・スプレー 86円（税抜 80円）をお使いください。 

スプレーは別売です

※食品添加物アルコール製剤　※火気に注意

標準価格 864円（税抜 800円）

においぶぎょうセット（冷蔵庫用・冷凍庫用各1個）

標準価格 388円（税抜 360円）

補充用 標準価格 259円（税抜 240円）

冷凍庫用においぶぎょう

●サイズ：13.1×4.5×2.7cm

標準価格 496円（税抜 460円）

補充用 標準価格 367円（税抜 340円）

冷蔵庫用においぶぎょう

●サイズ：13.1×8.3×2.7cm

標準価格 486円（税抜 450円）

天然抗菌・水切りネット

●サイズ：原寸/約10×21cm 伸長時/約30×45cm
●素材：ポリエステル＋ポリウレタン（天然抗菌剤キトサ
ン加工済）
○排水口、三角コーナーとも周囲50cmのものまで対応可能です。

20枚入

標準価格 378円（税抜 350円）

天然抗菌・水切りネット浅型用

●サイズ：原寸/約10×15cm 伸長時/約34×34cm
●素材：ポリエステル＋ポリウレタン（天然抗菌剤キトサ
ン加工済）
○深さが10cm以下の浅型排水口用です。 ○周囲50cmのものまで
対応可能です。

20枚入

汚れの状態によって洗剤を選びましょう。

経済的な濃縮タイプの
自然派洗剤。

手肌にやさしく、
泡切れがよい。

保湿成分
リピジュア
配合

希釈ボトルのみ

標準価格 918円（税抜 850円）

台所用濃縮洗剤（500mL）

●液性：中性 ●4倍希釈
○希釈ボトル 別売75円（税抜 70円）に詰め替えてご使用ください。

（希釈ボトルは在庫がなくなり次第、販売終了） 

数量
限定

汚れによって、洗剤を使い分けると、効率良くおそうじができます。
キッチンの頑固な油汚れならアルカリ性。
トイレの黄ばみには酸性タイプの洗剤が効果的。
汚れの種類によって使用する洗剤を選ぶのがポイントです。

酸やアルカリが高くなるほど洗浄力は高くなりますが、
材質や手肌へのダメージも大きくなります。

おそうじをする時は、いきなり強い洗剤を使わず、
マイルドな中性洗剤から始めましょう。
中性洗剤で落ちない場合は、汚れに応じて、
もう少し強い洗剤を使ってみてください。

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

色々 使いましたが、こんなに
汚れが落ちるものはありません。

ブドウも洗えて、安心して
皮まで口に入れられます。

ロングセラー商品

注意！
「まぜるな危険」と表示されている、「塩素系のもの」と
「酸性タイプのもの」は十分注意してください。
混ざると有毒な塩素ガスが発生して、とても危険です。

酸性 弱酸性 弱アルカリ性中性

マイルド

アルカリ性

水まわりの汚れ　← 軽い汚れ →　油汚れ　　　

強い 強い

キ
ッ
チ
ン

キ
ッ
チ
ン

19 20



補充用

細かなゴミをしっかりキャッチし、
ヌメリ防止。

キトサン加工でヌメリや悪臭を防ぎ、
短期間でも雑菌の繁殖に差が！
※夏場2日間継続使用の場合

（ユニチカトレーディング株式会社調べ）

抗菌未加工の
ネットを使用

抗菌加工の
ネットを使用

庫内の気になるニオイを脱臭。
収納しやすいコンパクトサイズ。

酵素の力ですっきりとした
洗い上がり。

除菌・消臭もできる
酸素系漂白剤。

ベトベトの
油汚れもすっきり。

消臭成分
配合

オレンジ
オイル
配合

指先と
手のひらに
すべり止め
加工。

あちこち安心して使える、
100％食品添加物の除菌剤。

作業がしやすい内側
起毛タイプ。

きめ細かな2種類の研磨粒子で
軽くこするとピカピカに。

など

包丁・まな板

おもちゃ

生ゴミの消臭

こんなところに

KITCHEN

キッチン 洗 剤 水 切りネット脱 臭 剤

輸入品

冷蔵庫用

冷凍庫用

●液性：弱アルカリ性

※計量スプーン付

標準価格 648円（税抜 600円）

食器洗い乾燥機用洗剤 きゅらら 袋タイプ（600g）

●液性：弱アルカリ性

※金属製の容器、用具、漆器には使用しないでください。

標準価格 486円（税抜 450円）

台所用漂白剤（酸素系）（450g）

標準価格 734円（税抜 680円）

補充用：280mL 標準価格 626円（税抜 580円）

野菜・ほ乳瓶・食器用洗剤 ナチュ（300mL）

●液性：中性

無香料
無着色

6種類の
天然ハーブ
エキス配合

詰替用

標準価格 367円（税抜 340円）

詰替用:250mL 標準価格 302円（税抜 280円）

台所用洗剤（300mL）

●液性：中性

標準価格 486円（税抜 450円）

油汚れ用洗剤（500mL）

●液性：アルカリ性
○泡タイプ・スプレー別売 86円（税抜 80円）をお使いください。 
○塗装面に使用する場合は、直接スプレーせず、布などにつけて拭
いてください。 ○塗装の古いものは、塗装がはげる場合がありますの
でご注意ください。　

スプレーは別売です

標準価格 378円（税抜 350円）

クリームクレンザー（500g）

●液性：弱アルカリ性

※プラスチック、塗装面、テフロン加工などのキズのつきやすいとこ
ろへの使用は避けてください。　

手荒れの原因のひとつとされているタンパク質を、ほとんど分解
除去している天然ゴム（Selatex）を使用しています。

標準価格 237円（税抜 220円）

天然ゴム手袋 ピンク（Mサイズ）

●素材：天然ゴム　●長さ/約30cm、手のひら幅/約10cm、
中指の長さ/約8.4cm

標準価格 648円（税抜 600円）

アルコール除菌剤（500mL）

●液性：中性
○霧タイプ・スプレー 86円（税抜 80円）をお使いください。 

スプレーは別売です

※食品添加物アルコール製剤　※火気に注意

標準価格 864円（税抜 800円）

においぶぎょうセット（冷蔵庫用・冷凍庫用各1個）

標準価格 388円（税抜 360円）

補充用 標準価格 259円（税抜 240円）

冷凍庫用においぶぎょう

●サイズ：13.1×4.5×2.7cm

標準価格 496円（税抜 460円）

補充用 標準価格 367円（税抜 340円）

冷蔵庫用においぶぎょう

●サイズ：13.1×8.3×2.7cm

標準価格 486円（税抜 450円）

天然抗菌・水切りネット

●サイズ：原寸/約10×21cm 伸長時/約30×45cm
●素材：ポリエステル＋ポリウレタン（天然抗菌剤キトサ
ン加工済）
○排水口、三角コーナーとも周囲50cmのものまで対応可能です。

20枚入

標準価格 378円（税抜 350円）

天然抗菌・水切りネット浅型用

●サイズ：原寸/約10×15cm 伸長時/約34×34cm
●素材：ポリエステル＋ポリウレタン（天然抗菌剤キトサ
ン加工済）
○深さが10cm以下の浅型排水口用です。 ○周囲50cmのものまで
対応可能です。

20枚入

汚れの状態によって洗剤を選びましょう。

経済的な濃縮タイプの
自然派洗剤。

手肌にやさしく、
泡切れがよい。

保湿成分
リピジュア
配合

希釈ボトルのみ

標準価格 918円（税抜 850円）

台所用濃縮洗剤（500mL）

●液性：中性 ●4倍希釈
○希釈ボトル 別売75円（税抜 70円）に詰め替えてご使用ください。

（希釈ボトルは在庫がなくなり次第、販売終了） 

数量
限定

汚れによって、洗剤を使い分けると、効率良くおそうじができます。
キッチンの頑固な油汚れならアルカリ性。
トイレの黄ばみには酸性タイプの洗剤が効果的。
汚れの種類によって使用する洗剤を選ぶのがポイントです。

酸やアルカリが高くなるほど洗浄力は高くなりますが、
材質や手肌へのダメージも大きくなります。

おそうじをする時は、いきなり強い洗剤を使わず、
マイルドな中性洗剤から始めましょう。
中性洗剤で落ちない場合は、汚れに応じて、
もう少し強い洗剤を使ってみてください。

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

色々 使いましたが、こんなに
汚れが落ちるものはありません。

ブドウも洗えて、安心して
皮まで口に入れられます。

ロングセラー商品

注意！
「まぜるな危険」と表示されている、「塩素系のもの」と
「酸性タイプのもの」は十分注意してください。
混ざると有毒な塩素ガスが発生して、とても危険です。

酸性 弱酸性 弱アルカリ性中性

マイルド

アルカリ性

水まわりの汚れ　← 軽い汚れ →　油汚れ　　　

強い 強い
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【カートリッジは4タイプ】

蛇口直結
タイプ

サーバー
タイプ

おいしい水プラス＋

ポット
タイプ

安心なお水を
いつでも
手軽に。

水道水をおいしい水にする
ウォーターサーバー新登場。

ひとつのカートリッジで２００Ｌまで除去。

水をもっとまろやかに。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● 　 ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● 　 　 ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● 　 　 ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● 　 ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● 　 　 ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● 　 　 ● ● ●

◎浄水器除去性能比較（除去できる物質13項目） （ダスキン調べ）

カートリッジ別
除去対象物質
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ハイパワー
中空糸膜
レギュラー
お湯対応
おいしい水アルファ
おいしい水フィット
ウォーターサーバー（浄水器用）

〈浄水器共通〉※水道水の水質基準に適合した水でご使用ください。

遊
離
残
留

塩
素

スリムに置けて手軽に
使えるサーバー。

カラダにやさしい１００％天然水を
定期的にお届けします。

コンパクトな
卓上型。

天然水の残量も
一目でわかります。

1つの水バッグで冷水と温水が楽しめる
スリムタイプ。温水タンク内の高温水を
定期的に循環させる｢高温循環システ
ム｣採用で、雑菌の繁殖を抑え、衛生的
な状態を保ちます。

〈サーバーは選べる2タイプ〉

〈高温循環システム イメージ図〉

冷水
出口部

冷水
タンク

温水
タンク

温水
出口部

水バッグ

バナジウムを豊富に
含んだ天然水が
現代人の不規則な
生活をサポート。

2015年  
モンドセレクション
金賞受賞

KITCHEN

浄水器 天然水

置式
タイプ

おいしい水アルファ レンタル

4週間標準レンタル料金 3,142円（税抜 2,910円）

部材・取付費（初回のみ） 1,080円（税抜 1,000円）

※一般社団法人浄水器協会適合マーク商品 
※毎日の使い始めは、30秒間捨て水をしてください。

※毎日の使い始めは、300mL以上の捨て水をしてください。

●サイズ：本体/最大径12.3×高さ34cm　カートリッジ/最
大径7.4×高さ21.1cm ●満水時重量:1.3kｇ（カートリッジ
含む） ●ろ材：活性炭、不織布、中空糸膜 ●添加材：サン
ゴ砂 ●ろ過流量：4L/分 ●総ろ過水量：1,000L

カートリッジは4週間ごとに交換。浄水器本体は
年1回無料交換。カートリッジ交換と同時に吐
水パイプ内の浄水チューブも定期交換します。

標準価格 3,086円（税抜 2,858円）

おいしい水フィット本体

●形状：セパレートタイプ ●サイズ（ポット含む）：高さ35.5×
横17.6×奥行23.4cm ●容量：満水ライン/1.2L

追加ポット
標準価格 822円（税抜 762円）

●サイズ：高さ15.2×横10.5×奥行22.8cm ●容量：1.2L

オプション

浄水カートリッジ レンタル
8週間標準レンタル料金 2,057円（税抜 1,905円）

●サイズ：直径8.8×高さ7.4cm ●カラー：黒 ●ろ材：活性炭
●ろ過流量：0.3L/分 ●総ろ過水量：200L

中空糸膜カートリッジ レンタル

4週間標準レンタル料金 2,484円（税抜 2,300円）

部材・取付費（初回のみ） 1,080円（税抜 1,000円）

●サイズ：最大径6.2×長さ10.5cm
●ろ材：活性炭、不織布、中空糸膜

標準価格 3,024円（税抜 2,800円）

森のひとしずく プレミアム 11L（2ケース）
富士山のバナジウム天然水

●全国対応。送料無料。 ●内容量：11L×2ケース
●サイズ：幅51×奥行25×高さ26cm ●分類：ナチュラルミネラルウォーター

標準価格 2,786円（税抜 2,580円）

森のひとしずく プレミアム 6L（3ケース）
富士山のバナジウム天然水

●全国対応。送料無料。 ●内容量：6L×3ケース
●サイズ：幅63×奥行20×高さ20cm ●分類：ナチュラルミネラルウォーター

●サイズ：直径7.1×高さ3.8cm ●硬度調整材：イオン交換
樹脂（軟化）、硫酸カルシウム（ミネラルアップ）

8週間標準レンタル料金

硬度調整カートリッジ（ミネラルアップ）

硬度調整カートリッジ（軟化） 

各874円（税抜 810円）

オプション
レンタル

4週間標準レンタル料金
※本体使用料を含みます。 3,780円（税抜 3,500円）

部材・取付費
（初回のみ） 2,160円（税抜 2,000円）

レンタル

●ろ材：イオン交換樹脂 織布（ポリエステル） ●ろ過流量：0.2L/分 ●総ろ過水量：200L

4週間標準レンタル料金

ウォーターサーバー軟化カートリッジ

874円（税抜 810円）

●ろ材：活性炭 織布（ポリエステル） ●ろ過流量：0.3L/分 ●総ろ過水量：200L

オプション
レンタル

カートリッジは4週間ごとに交換。浄水器本体は年1回無料交換。
〈おいしい水プラス+共通仕様〉●本体サイズ：幅9×高さ5.5×奥行8.8cm ●本体重量：119ｇ（満水時） ●ろ過流量：3L/分 ●総ろ過水量：300L
※一般社団法人浄水器協会適合マーク商品（お湯対応カートリッジは除く）  ※毎日の使い始めは、30秒間捨て水をしてください。

標準価格 864円（税抜 800円）

森のひとしずく 6L
秩父の天然水/富山の天然水/大朝の天然水

●内容量：6L ●サイズ：幅23×奥行23×高さ15.5cm ●分類：ナチュラルミネラルウォーター
※3ケース単位でのお届けとなります。

標準価格 1,404円（税抜 1,300円）

森のひとしずく 11L
秩父の天然水/富山の天然水/大朝の天然水

●内容量：11L ●サイズ：幅25.5×奥行24×高さ25cm ●分類：ナチュラルミネラルウォーター
※2ケース単位でのお届けとなります。

●サイズ：高さ55×幅32×奥行39cm※2

●定格電圧：AC100V 50/60Hz共用
●消費電力：冷却115/130W・加熱450W

アクアウイング 卓上型 レンタル

4週間標準レンタル料金 1,080円（税抜 1,000円）

※年間契約となります。 
※ご契約後、1年未満の途中解約の場合は、
　解約違約金が発生します。
※2） 高さは設置面から水バッグ置き場までの数値

標準価格 3,240円（税抜 3,000円）

アクアウイング 天然水収納ケース（別売）

●サイズ：高さ99×幅29×奥行30cm※1 ●定格電圧：AC100V 50/60Hz共用
●消費電力：冷却125/145W・加熱450W

アクアウイング レンタル

4週間標準レンタル料金 1,080円（税抜 1,000円）

※年間契約となります。 ※ご契約後、1年未満の途中解約の場合は、解約違約金が発生します。
※1） 高さは設置面から水バッグ置き場までの数値

●サイズ：高さ31.6×幅31.4×奥行25.1cm
※床置き、卓上型どちらにも対応

ハイパワーカートリッジ レンタル

4週間標準レンタル料金 2,700円（税抜 2,500円）

部材・取付費（初回のみ） 1,080円（税抜 1,000円）

●サイズ：最大径6.2×長さ10.5cm
●ろ材：活性炭、不織布、中空糸膜、セラミック

ブルーブラウン

クリア

レギュラーカートリッジ レンタル

4週間標準レンタル料金 1,998円（税抜 1,850円）

部材・取付費（初回のみ） 1,080円（税抜 1,000円）

●サイズ：最大径6.1×長さ9.4cm ●ろ材：活性炭、不織布
●おいしい水プラス+クリアカートリッジもあります。4週間標
準レンタル料金 1,998円（税抜 1,850円）

お湯対応カートリッジ レンタル

4週間標準レンタル料金 2,160円（税抜 2,000円）

部材・取付費（初回のみ） 1,080円（税抜 1,000円）

●サイズ：最大径6.2×長さ10.5cm ●ろ材：活性炭、不織布

※一般社団法人浄水器協会適合マーク対象外

４週間
おためし料金 648円

税込

●サイズ：縦300（475）×横290（455）×高さ1,115（1,125）mm ●質量：17（19）㎏ ●タンク
容量：冷・温水各1.6L ●電源コード：1.5m ●定格電圧：AC100V 50/60Hz共用 ●消費電力：
冷却125/145W・加熱450W・温水高温循環時460W ●温度：冷水 約6℃～12℃/弱冷 約12℃
～16℃/温水 約80℃～89℃/高温 約90℃～93℃ ●使用環境：屋内5℃～35℃環境下
※年間契約となります。 ※ご契約後、1年未満で途中解約した場合、解約違約金が発生します。 ※（　）内の数
値は転倒防止脚（別売）を含む。 ※冷水・温水の温度は吐水口出口の温度です。設置環境や使用状況により若干
異なります。 ※水道水以外は使用しないでください。 ※場所、環境によっては設置できない場合があります。

ウォーターサーバー浄水カートリッジ

ウォーターサーバー（浄水器用）

お水のセットは、
水道水を注ぐだけ！

2Lペット
ボトル

約100本分
1本あたり
約35円

NEW

４週間ごとに
交換なので、
安心しておいしく
飲めます。

浄水能力

現在ご使用中、または1年以内におためしされたものと同一商品のおためしはご遠慮願います。4週間おためしについて「　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）
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【カートリッジは4タイプ】

蛇口直結
タイプ

サーバー
タイプ

おいしい水プラス＋

ポット
タイプ

安心なお水を
いつでも
手軽に。

水道水をおいしい水にする
ウォーターサーバー新登場。

ひとつのカートリッジで２００Ｌまで除去。

水をもっとまろやかに。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● 　 ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● 　 　 ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● 　 　 ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● 　 ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● 　 　 ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● 　 　 ● ● ●

◎浄水器除去性能比較（除去できる物質13項目） （ダスキン調べ）

カートリッジ別
除去対象物質
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ハイパワー
中空糸膜
レギュラー
お湯対応
おいしい水アルファ
おいしい水フィット
ウォーターサーバー（浄水器用）

〈浄水器共通〉※水道水の水質基準に適合した水でご使用ください。

遊
離
残
留

塩
素

スリムに置けて手軽に
使えるサーバー。

カラダにやさしい１００％天然水を
定期的にお届けします。

コンパクトな
卓上型。

天然水の残量も
一目でわかります。

1つの水バッグで冷水と温水が楽しめる
スリムタイプ。温水タンク内の高温水を
定期的に循環させる｢高温循環システ
ム｣採用で、雑菌の繁殖を抑え、衛生的
な状態を保ちます。

〈サーバーは選べる2タイプ〉

〈高温循環システム イメージ図〉

冷水
出口部

冷水
タンク

温水
タンク

温水
出口部

水バッグ

バナジウムを豊富に
含んだ天然水が
現代人の不規則な
生活をサポート。

2015年  
モンドセレクション
金賞受賞

KITCHEN

浄水器 天然水

置式
タイプ

おいしい水アルファ レンタル

4週間標準レンタル料金 3,142円（税抜 2,910円）

部材・取付費（初回のみ） 1,080円（税抜 1,000円）

※一般社団法人浄水器協会適合マーク商品 
※毎日の使い始めは、30秒間捨て水をしてください。

※毎日の使い始めは、300mL以上の捨て水をしてください。

●サイズ：本体/最大径12.3×高さ34cm　カートリッジ/最
大径7.4×高さ21.1cm ●満水時重量:1.3kｇ（カートリッジ
含む） ●ろ材：活性炭、不織布、中空糸膜 ●添加材：サン
ゴ砂 ●ろ過流量：4L/分 ●総ろ過水量：1,000L

カートリッジは4週間ごとに交換。浄水器本体は
年1回無料交換。カートリッジ交換と同時に吐
水パイプ内の浄水チューブも定期交換します。

標準価格 3,086円（税抜 2,858円）

おいしい水フィット本体

●形状：セパレートタイプ ●サイズ（ポット含む）：高さ35.5×
横17.6×奥行23.4cm ●容量：満水ライン/1.2L

追加ポット
標準価格 822円（税抜 762円）

●サイズ：高さ15.2×横10.5×奥行22.8cm ●容量：1.2L

オプション

浄水カートリッジ レンタル
8週間標準レンタル料金 2,057円（税抜 1,905円）

●サイズ：直径8.8×高さ7.4cm ●カラー：黒 ●ろ材：活性炭
●ろ過流量：0.3L/分 ●総ろ過水量：200L

中空糸膜カートリッジ レンタル

4週間標準レンタル料金 2,484円（税抜 2,300円）

部材・取付費（初回のみ） 1,080円（税抜 1,000円）

●サイズ：最大径6.2×長さ10.5cm
●ろ材：活性炭、不織布、中空糸膜

標準価格 3,024円（税抜 2,800円）

森のひとしずく プレミアム 11L（2ケース）
富士山のバナジウム天然水

●全国対応。送料無料。 ●内容量：11L×2ケース
●サイズ：幅51×奥行25×高さ26cm ●分類：ナチュラルミネラルウォーター

標準価格 2,786円（税抜 2,580円）

森のひとしずく プレミアム 6L（3ケース）
富士山のバナジウム天然水

●全国対応。送料無料。 ●内容量：6L×3ケース
●サイズ：幅63×奥行20×高さ20cm ●分類：ナチュラルミネラルウォーター

●サイズ：直径7.1×高さ3.8cm ●硬度調整材：イオン交換
樹脂（軟化）、硫酸カルシウム（ミネラルアップ）

8週間標準レンタル料金

硬度調整カートリッジ（ミネラルアップ）

硬度調整カートリッジ（軟化） 

各874円（税抜 810円）

オプション
レンタル

4週間標準レンタル料金
※本体使用料を含みます。 3,780円（税抜 3,500円）

部材・取付費
（初回のみ） 2,160円（税抜 2,000円）

レンタル

●ろ材：イオン交換樹脂 織布（ポリエステル） ●ろ過流量：0.2L/分 ●総ろ過水量：200L

4週間標準レンタル料金

ウォーターサーバー軟化カートリッジ

874円（税抜 810円）

●ろ材：活性炭 織布（ポリエステル） ●ろ過流量：0.3L/分 ●総ろ過水量：200L

オプション
レンタル

カートリッジは4週間ごとに交換。浄水器本体は年1回無料交換。
〈おいしい水プラス+共通仕様〉●本体サイズ：幅9×高さ5.5×奥行8.8cm ●本体重量：119ｇ（満水時） ●ろ過流量：3L/分 ●総ろ過水量：300L
※一般社団法人浄水器協会適合マーク商品（お湯対応カートリッジは除く）  ※毎日の使い始めは、30秒間捨て水をしてください。

標準価格 864円（税抜 800円）

森のひとしずく 6L
秩父の天然水/富山の天然水/大朝の天然水

●内容量：6L ●サイズ：幅23×奥行23×高さ15.5cm ●分類：ナチュラルミネラルウォーター
※3ケース単位でのお届けとなります。

標準価格 1,404円（税抜 1,300円）

森のひとしずく 11L
秩父の天然水/富山の天然水/大朝の天然水
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ウォーターサーバー（浄水器用）

お水のセットは、
水道水を注ぐだけ！

2Lペット
ボトル

約100本分
1本あたり
約35円

NEW

４週間ごとに
交換なので、
安心しておいしく
飲めます。

浄水能力

現在ご使用中、または1年以内におためしされたものと同一商品のおためしはご遠慮願います。4週間おためしについて「　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）
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その日の気分でいろんな香りを楽しんで。

●ナチュラルシトラスの香り
●ナチュラルウッドの香り

●ローズの香り（ホワイト）
● 森林の香り

濁り湯タイプ

塩素を除去し、髪や肌にもやさしい水を。

肌にやさしい洗い心地、すっきりした洗い上がり。

汚れを洗い落として、全身保湿したような洗い上がり。

ローズ

ブルー

グリーン

ナチュ高保湿ボディソープと相性ぴったり。

吸水性に優れ、足ウラ快適！
ローズ

パープル

©1976, 2016 SANRIO CO., LTD.　
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ナチュ
高保湿ボディソープ
ナチュ
高保湿ボディソープエレガントフローラルの香りエレガントフローラルの香り

楽インパック
ボトル
楽インパック
ボトル

ナチュ ボディタオル
（トウモロコシとコットン）
ナチュ ボディタオル

（トウモロコシとコットン）

らくらく

濁り湯タイプ

バスグッズ

医薬部外品

医薬部外品

標準価格 各648円（税抜 600円）

リラックスアロマ入浴剤（300g 約15回分）

標準価格 1,080円（税抜 1,000円）

ナチュ 高保湿ボディソープ（400mL）

標準価格 各648円（税抜 600円）

うるおい入浴剤（300g 約15回分）

標準価格 各4,212円（税抜 3,900円）

ハローキティ バスマット

●ローズ/パープル
●サイズ：約48×70cm ●素材：パイル/ポリエステル

※乾燥機は使用しないでください。※ドライクリーニングはできません。

標準価格 各3,780円（税抜 3,500円）

ウィンディバスマット

●ローズ/ブルー/グリーン 
●サイズ：約48×70cm ●素材：パイル/ポリエステル

※乾燥機は使用しないでください。※ドライクリーニングはできません。

NEW

数量
限定

「ラクラク・簡単・ムダなし」で詰め替えいらず。

標準価格

楽インパックボトル（ポンプ付）
らく

標準価格

ナチュ ボディタオル（トウモロコシとコットン）

●サイズ：約24×100cm ●素材：ポリ乳酸繊維80％・綿20％

初年度お客様標準価格（４週間）
4週間本体使用料+栽培キット 2,678円（税抜 2,480円）

水耕生活

※1年間ご使用後、本体はお客様に無償で譲渡します。
※ご契約後、1年未満で途中解約した場合、解約違約金が発生します。

２年目以降（栽培キットのみ）お客様標準価格（４週間） 1,058円（税抜 980円）

●サイズ：本体/高さ17.2×最大径6.4cm ●ろ材：亜硫酸
カルシウム・不織布フィルター ●ろ過流量：10L/分 ●総ろ過
水量：3,000L

シャワーヘッド型 浄水器浴室用 レンタル

4週間標準レンタル料金 864円（税抜 800円）

 ○部品・取付費（初回のみ）1,080円（税抜 1,000円）

浄水

亜硫酸カルシウム

水道水

約30％の
節水
機能付
※ダスキン調べ

ローズ
の香り

リラックス
気分の香り

（ピンクフローラル）

リフレッシュ
気分の香り

（グリーンフローラル）

※
うるおいボディソープ（500mL）

○ポンプ 別売64円（税抜 60円）をお使いください。

標準価格 各594円（税抜 550円）

詰替用:450mL　標準価格 各486円（税抜 450円）

※「リフレッシュ気分の香り」は詰替用のみのお取り扱いとなります。

ポンプは別売です

KITCHEN

水耕生活

BATH, TOILET, LAUNDRY
バス・トイレ・ランドリー

楽イ
ンパックボトルに

パウ
チごと

セットするだけ！

らく

意外なものが、こんなに役立つ！
おそうじ上手の裏技公開。

しつこい汚れに

「台所用ラップ」

身のまわりには、工夫次第でおそうじに役立つものがいっぱい。
かしこく利用して、おそうじテクニックをバージョンアップしましょう。

汚れの部分に洗剤をつけて、
上から台所用ラップを貼りつけ、
汚れと洗剤をなじませます。
しばらくおいて、スポンジやブラシでこすり取ります。

水ジミに

「ジーンズ地」

洗面台や流し台のしつこい汚れにクレンザーを使う時、
目の詰まったジーンズ地につけてこするのがコツ。
クレンザーの粒子が生地の目に入り込まず、
汚れをこすり落とすのに効果的です。

窓のレールや水道栓に

「古歯ブラシ」

細かい場所には、
古歯ブラシが重宝します。

凹凸のあるものに

「ブラシ」

ビニールクロス、
すりガラス、タイルの目地など、
凹凸のあるものは、ブラシで円を描くようにこすると
キレイに落とせます。

種をまく ふた葉の間から本葉が生える 本葉が大きくなる 根元から切り取って収穫する

約
10日目初日

約
4週間

約
15日目

育てられる野菜の例
水菜/サンチュ/
ピノグリーン（小松菜）/
ルッコラ/サラダ菜/
ベビーレタスミックスなど

毎回お好みの種１種類を４週間ごとにお届けします。

お部屋で約４週間ごとに野菜を収穫。

2年目から
本体代が
かかりません！

見てたのしい！

育ててうれしい！

食べておいしい！

だれでも
スグに簡単に！

スタートガイド
付き

ダスキン水耕生活
その他の品種も取りそろえております。
詳細は「水耕生活」サイトをご覧ください。

栽培器で野菜の成長に最適な自然環境を再現。スイッチを入れたら簡単なお世話だけで、誰でもおいしい野菜を育てられます。
ふだんは、なかなか手がまわらない。

だけど、ほっとできる場所だからこそ、快適・清潔でありたいのです。

421円（税抜 390円）

756円（税抜 700円）

「　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

毎日、育つ様子を見ていると、元気になれます。

お風呂上がりには肌がしっとりしてます。

栽培スポンジ

本体

栽培キット

液体肥料 種 種の情報誌

「　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）23 24
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浴室は、カビの発生場所第１位。

カビ・ピンクヌメリを予防。

軽くて持ちやすいから、
ラクにおそうじ
できます。

すぐれた吸水力で、
拭き残りなし。

ワンプッシュで手軽に消毒！手肌を守りながら殺菌・消毒。

たっぷり
使えるお得な
サイズ

1L 500mL

詰替用

クエン酸の力で汚れを落とす！

手洗いボウルに置くだけで洗浄･防汚。

洗剤では落ちない汚れに。

1本で洗浄・除菌・消臭・防汚も。

ほのかな
シトラスの
香り

BATH, TOILET, LAUNDRY

バス用洗剤

衛生 用品

クロス・スポンジ

風呂・化粧室用洗剤（500mL）

標準価格 324円（税抜 300円）

詰替用:450mL 標準価格 291円（税抜 270円）

スプレーは別売です

●液性：中性
○逆さまに向けてもスプレーできる泡タイプ・正倒立スプレー別売108円

（税抜 100円）をお使いください。 
○泡タイプ・スプレー 別売86円（税抜 80円）もお使いいただけます。

※洗剤を吹きつけた後、10分以上放置しないでください。

取替スポンジ
標準価格 540円（税抜 500円）
●サイズ：約52.7×11.8×4㎝ 〈取替スポンジ〉11.7×11.8×3cm 
●素材：〈ハンドル〉ポリプロピレン〈スポンジ〉ウレタン、ナイ
ロン、ポリエステル
※漂白剤や酸性・アルカリ性の洗剤の使用は避けてください。
※傷つきやすい素材は目立たないところで確かめてから使用してください。

カビ取り剤（200mL）

標準価格 291円（税抜 270円）

スプレーは別売です

●液性：アルカリ性
○カビ取り剤専用スプレー 別売86円（税抜 80円）をお使いください。

バススポンジ柄付き
標準価格 1,080円（税抜 1,000円）

浴槽用スポンジ
標準価格 594円（税抜 550円）

●ピンク ●サイズ：約17×9×5cm 
●素材：アルミ微粒子、ポリエステルフィルム、ウレタンスポンジ

（無機系抗菌剤使用）

吸水用ふきとりクロス イエロー
標準価格 410円（税抜 380円）

標準価格 1,144円（税抜 1,060円）

●サイズ：約30×25cm ●素材：天然セルロース70％、綿30％ 
●ドイツ製

1枚入

3枚入

刺激臭が少なく、
しっかりカビ除去。

細部の汚れも洗剤なしで
スッキリ。

※漂白剤やクレンザー・カビ取り剤などとの併用は避けてください。
※洗剤を使用する場合は、必ず中性洗剤を使用してください。

8週間定期補充料金 648円（税抜 600円）

●ガイド付 ●液性：弱アルカリ性
○霧タイプ・ミニスプレー 別売86円（税抜 80円）をお使いください。

定 期 補 充

※銅・真ちゅう・鉄製品・おもちゃ等には使用しないでください。

スプレーは別売です
浴室用防カビ剤カビガード

（260mL）

医薬部外品
詰替用

薬用ハンドソープ（200mL）

標準価格 378円（税抜 350円）

詰替用:200mL 標準価格 324円（税抜 300円）

●香り：微香性　※殺菌剤配合

指定医薬部外品

手指消毒剤ウエルパスマイルド
標準価格（1L） 2,700円（税抜 2,500円）

標準価格（500mL） 1,836円（税抜 1,700円）

●成分:エタノール、ベンザルコニウム塩化物、他
●サイズ:［1L］底面8.8×7.5cm、高さ21cm（ポンプ装着時:25.6cm）
　　　　［500mL］底面6.5×6.5cm、高さ19cm（ポンプ装着時:23.5cm）
○ハンディポンプ1L用、500mL用 各別売216円（税抜 200円）をお使いください。

ポンプは別売です

トイレ用洗剤

標準価格 345円（税抜 320円）

詰替用:230mL 標準価格 302円（税抜 280円）

●液性：中性
○霧タイプ・ミニスプレー（イエロー） 別売86円（税抜 80円）をお使いください。

トイレ用除菌・洗浄・消臭剤 シトラス×フローラルの香り（260mL）

トイレ用洗浄防汚剤（容器付）

標準価格 388円（税抜 360円）

※水が直接タンクの穴に落ちないタイプのタンクには、使用できません。

●内容：薬剤（25g）1個、容器1個、不織布シート1枚

トイレ用洗浄剤（650mL）

標準価格 486円（税抜 450円）

※洗剤をかけたまま長時間放置しないでください。
※便座には使用しないでください。

●液性：酸性

耐水サンドペーパー
標準価格 280円（税抜 260円）

※強くこすりすぎるとキズをつける場合があります。

3枚入

●サイズ：約9.3×11.5cm
●仕様：メッシュタイプ（両面特殊加工）

トイレ用洗浄防汚剤補充用
標準価格 810円（税抜 750円）

3個入

●内容：薬剤（25g）3個、不織布シート1枚

1. 

ダスキンのアンケート調査で、カビの発生場所として一番多かったのは、浴室。
中でも、もっとも手こずるのがタイルの目地についたカビです。
「カビ取り剤」を使う必要がある場合、換気と目や手足の保護に十分注意してください。

ドアや窓を開け、換気をよくします。
またゴム手袋、浴室用靴、ゴーグル、マスクをつけます。

2. 「カビ取り剤」を目地にスプレーし、
カビの色が消えるまで10分ほど放置し、
水でしっかり洗います。

3. 色が消えない時は、
濡らしたジーンズ地に
「クリームクレンザー」を
つけてこすります。

4. シャワーで汚れと洗剤を洗い流します。

5. よく乾燥させます。

※天井や壁一面にカビが生えてしまったら、プロに相談してみませんか。P.37「浴室クリーニング」をご覧ください。浴槽が

温かいうちなら、

洗剤いらず

トイレルーム

全体に

便器の内側の

汚れに

風呂・化粧室用スポンジ
標準価格 604円（税抜 560円）

●ピンク ●サイズ：約13×9×1.5cm 
●素材：アルミ微粒子、ポリエステルフィルム、ウレタンスポンジ

（無機系抗菌剤使用）
※漂白剤やクレンザー・カビ取り剤などとの併用は避けてください。
※洗剤を使用する場合は、必ず中性洗剤を使用してください。

2個入

石鹸カスもあまり力を
入れずに落とせます。

香りもさわやかで、泡切れもよく
気に入っています。

トイレ部門
人気商品ランキング
１位※

バス部門
人気商品ランキング
１位※

ここが
POINT !

ここが
POINT !

NEW

さわやかな
シトラスの
香り

※レンタル・定期補充を除く商品の出荷実績より（2014年4月～2015年3月）
　上記出荷実績は、同期間に出荷されたトイレ用除菌・洗浄・消臭剤（各種香り）の合計となります。

※レンタル・定期補充を除く商品の出荷実績より（2014年4月～2015年3月）

スプレーして

流すだけ

スプレーは別売です

詰替用

ダスキンのカビ取り剤は混ぜるな危険表示がありません！
※塩素捕捉剤配合で他の洗浄剤と混ざっても塩素ガスの発生を
　抑えます。

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）
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浴室は、カビの発生場所第１位。

カビ・ピンクヌメリを予防。

軽くて持ちやすいから、
ラクにおそうじ
できます。

すぐれた吸水力で、
拭き残りなし。

ワンプッシュで手軽に消毒！手肌を守りながら殺菌・消毒。

たっぷり
使えるお得な
サイズ

1L 500mL

詰替用

クエン酸の力で汚れを落とす！

手洗いボウルに置くだけで洗浄･防汚。

洗剤では落ちない汚れに。

1本で洗浄・除菌・消臭・防汚も。

ほのかな
シトラスの
香り

BATH, TOILET, LAUNDRY

バス用洗剤

衛生用品

クロス・スポンジ

風呂・化粧室用洗剤（500mL）

標準価格 324円（税抜 300円）

詰替用:450mL 標準価格 291円（税抜 270円）

スプレーは別売です

●液性：中性
○逆さまに向けてもスプレーできる泡タイプ・正倒立スプレー別売108円

（税抜 100円）をお使いください。 
○泡タイプ・スプレー 別売86円（税抜 80円）もお使いいただけます。

※洗剤を吹きつけた後、10分以上放置しないでください。

取替スポンジ
標準価格 540円（税抜 500円）
●サイズ：約52.7×11.8×4㎝ 〈取替スポンジ〉11.7×11.8×3cm 
●素材：〈ハンドル〉ポリプロピレン〈スポンジ〉ウレタン、ナイ
ロン、ポリエステル
※漂白剤や酸性・アルカリ性の洗剤の使用は避けてください。
※傷つきやすい素材は目立たないところで確かめてから使用してください。

カビ取り剤（200mL）

標準価格 291円（税抜 270円）

スプレーは別売です

●液性：アルカリ性
○カビ取り剤専用スプレー 別売86円（税抜 80円）をお使いください。

バススポンジ柄付き
標準価格 1,080円（税抜 1,000円）

浴槽用スポンジ
標準価格 594円（税抜 550円）

●ピンク ●サイズ：約17×9×5cm 
●素材：アルミ微粒子、ポリエステルフィルム、ウレタンスポンジ

（無機系抗菌剤使用）

吸水用ふきとりクロス イエロー
標準価格 410円（税抜 380円）

標準価格 1,144円（税抜 1,060円）

●サイズ：約30×25cm ●素材：天然セルロース70％、綿30％ 
●ドイツ製

1枚入

3枚入

刺激臭が少なく、
しっかりカビ除去。

細部の汚れも洗剤なしで
スッキリ。

※漂白剤やクレンザー・カビ取り剤などとの併用は避けてください。
※洗剤を使用する場合は、必ず中性洗剤を使用してください。

8週間定期補充料金 648円（税抜 600円）

●ガイド付 ●液性：弱アルカリ性
○霧タイプ・ミニスプレー 別売86円（税抜 80円）をお使いください。

定 期 補 充

※銅・真ちゅう・鉄製品・おもちゃ等には使用しないでください。

スプレーは別売です
浴室用防カビ剤カビガード

（260mL）

医薬部外品
詰替用

薬用ハンドソープ（200mL）

標準価格 378円（税抜 350円）

詰替用:200mL 標準価格 324円（税抜 300円）

●香り：微香性　※殺菌剤配合

指定医薬部外品

手指消毒剤ウエルパスマイルド
標準価格（1L） 2,700円（税抜 2,500円）

標準価格（500mL） 1,836円（税抜 1,700円）

●成分:エタノール、ベンザルコニウム塩化物、他
●サイズ:［1L］底面8.8×7.5cm、高さ21cm（ポンプ装着時:25.6cm）
　　　　［500mL］底面6.5×6.5cm、高さ19cm（ポンプ装着時:23.5cm）
○ハンディポンプ1L用、500mL用 各別売216円（税抜 200円）をお使いください。

ポンプは別売です

トイレ用洗剤

標準価格 345円（税抜 320円）

詰替用:230mL 標準価格 302円（税抜 280円）

●液性：中性
○霧タイプ・ミニスプレー（イエロー） 別売86円（税抜 80円）をお使いください。

トイレ用除菌・洗浄・消臭剤 シトラス×フローラルの香り（260mL）

トイレ用洗浄防汚剤（容器付）

標準価格 388円（税抜 360円）

※水が直接タンクの穴に落ちないタイプのタンクには、使用できません。

●内容：薬剤（25g）1個、容器1個、不織布シート1枚

トイレ用洗浄剤（650mL）

標準価格 486円（税抜 450円）

※洗剤をかけたまま長時間放置しないでください。
※便座には使用しないでください。

●液性：酸性

耐水サンドペーパー
標準価格 280円（税抜 260円）

※強くこすりすぎるとキズをつける場合があります。

3枚入

●サイズ：約9.3×11.5cm
●仕様：メッシュタイプ（両面特殊加工）

トイレ用洗浄防汚剤補充用
標準価格 810円（税抜 750円）

3個入

●内容：薬剤（25g）3個、不織布シート1枚

1. 

ダスキンのアンケート調査で、カビの発生場所として一番多かったのは、浴室。
中でも、もっとも手こずるのがタイルの目地についたカビです。
「カビ取り剤」を使う必要がある場合、換気と目や手足の保護に十分注意してください。

ドアや窓を開け、換気をよくします。
またゴム手袋、浴室用靴、ゴーグル、マスクをつけます。

2. 「カビ取り剤」を目地にスプレーし、
カビの色が消えるまで10分ほど放置し、
水でしっかり洗います。

3. 色が消えない時は、
濡らしたジーンズ地に
「クリームクレンザー」を
つけてこすります。

4. シャワーで汚れと洗剤を洗い流します。

5. よく乾燥させます。

※天井や壁一面にカビが生えてしまったら、プロに相談してみませんか。P.37「浴室クリーニング」をご覧ください。浴槽が

温かいうちなら、

洗剤いらず

トイレルーム

全体に

便器の内側の

汚れに

風呂・化粧室用スポンジ
標準価格 604円（税抜 560円）

●ピンク ●サイズ：約13×9×1.5cm 
●素材：アルミ微粒子、ポリエステルフィルム、ウレタンスポンジ

（無機系抗菌剤使用）
※漂白剤やクレンザー・カビ取り剤などとの併用は避けてください。
※洗剤を使用する場合は、必ず中性洗剤を使用してください。

2個入

石鹸カスもあまり力を
入れずに落とせます。

香りもさわやかで、泡切れもよく
気に入っています。

トイレ部門
人気商品ランキング
１位※

バス部門
人気商品ランキング
１位※

ここが
POINT !

ここが
POINT !

NEW

さわやかな
シトラスの
香り

※レンタル・定期補充を除く商品の出荷実績より（2014年4月～2015年3月）
　上記出荷実績は、同期間に出荷されたトイレ用除菌・洗浄・消臭剤（各種香り）の合計となります。

※レンタル・定期補充を除く商品の出荷実績より（2014年4月～2015年3月）

スプレーして

流すだけ

スプレーは別売です

詰替用

ダスキンのカビ取り剤は混ぜるな危険表示がありません！
※塩素捕捉剤配合で他の洗浄剤と混ざっても塩素ガスの発生を
　抑えます。

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）
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NEW
4月～

梅雨時は風で乾かす。

梅雨時期は、洗濯物が
なかなか乾かないのが困りもの。
そこで竿やハンガーを上手に使って、
洗濯物に風が通るようにしましょう。
思いのほか早く乾きますよ。

素材を傷めず、シミや
黄ばみを分解。

頑固な汚れに
スプレー
するだけ。

「もっと手軽に使いたい」
「一度に何枚も出せない」
そんなお客様の声から生まれました。

枚数が増えるほど、
１枚あたりの価格がおトクです。

除菌
効果

水で
洗える

液体濃縮
タイプ

蛍光
増白剤
無配合

静電気を抑え、
防汚・抗菌効果も。

やさしい
フローラル
の香り

詰替用 詰替用

※1）ダニアレル物質の減少データは、3年使用の羊
毛敷ふとん検体1を四分割し、部位ごと各4ヵ所の実
数データの最大値、最小値に基づく。（都市居住環
境研究所調べ） ※2・※3）10年以上使用（年数確定
不可）の綿敷ふとんを工程に基づき洗浄した際の汚
水から検出。（ユニチカ環境技術センター調べ）

を割引させていただきます。

1枚パックは324円（税込）

2枚パックは324円（税込）

［リピート］ならおトク！

3枚パックは540円（税込）

◎2回目以降のご注文の際、
お手元のダスキン専用宅配袋を
ご利用いただければ

ダニアレル物質

約82.6％
～99.4％
減少※1

一般細菌
（カビ菌・大腸菌等）

約99.99％
減少※2

アンモニア（汗等）

約99.9％
減少※3

ランドリー洗剤

ふとん丸洗い

柔軟仕上げ剤（500mL）

●液性：弱酸性

標準価格 648円（税抜 600円）

詰替用:450mL 標準価格 496円（税抜 460円）

※入浴剤の入ったお湯で使用しないでください。変色する場合があります。

高級衣料用 つけおき洗剤（500mL）

●液性：中性　※説明書つき（本体のみ）

標準価格 1,620円（税抜 1,500円）

詰替用:450mL 標準価格 1,404円（税抜 1,300円）

※ご使用前には、必ず取扱説明書で洗えるもの・洗えないものの
　確認をしてください。

デリケートな素材も
やさしく洗える。

標準価格 540円（税抜 500円）

部分汚れ用洗剤（280mL） スプレーは別売です

●液性：弱アルカリ性
○専用スプレー 別売108円（税抜 100円）をお使いください。

標準価格 496円（税抜 460円）

洗濯用漂白剤（酸素系）（450g）

●液性：弱アルカリ性

ジーンズの
ポケットは
裏返して外へ

風の通り道をつくる

竿２本を使って
すき間をつくる

大きなものは山折り谷折り

すそを少しずらして
重なりをなくす

ハンガ－２本で
洗濯物を広げ気味に

丸型ハンガーで
丸く吊る

角形ハンガーで
ジャバラ折りに吊る

ハンガ－２本で
M字に吊る

ふとんの中のダニアレル物質、
水に流しませんか。

初　 回：10,778円（税抜 9,980円）→9,698円（税抜 8,980円）
リピート：10,238円（税抜 9,480円）→9,158円（税抜 8,480円）

使って、お得なクーポンです。
ふとん丸洗い宅配サービス

（3枚パック）

使用期間：2016年4月1日（金）～2016年9月30日（金）まで 使用期間：2017年1月1日（日）～2017年2月28日（火）まで

切り取り線切り取り線

ふとんの中でダニが大増殖？

ダニのフンや死がいはアレル物質と呼ばれています。
ふとんの中はダニにとって快適な温度と湿度、暗さがあり、
エサになるフケやアカもいっぱい。
干したり掃除機をかけるだけでは
取り除けません。

ふとんの汚れには、水洗いが一番。

ダニのフンもふとんの汚れも水溶性。
だから丸ごと水洗いが一番効果的です。
ダスキンのふとん丸洗い宅配サービスは、
天日干しやドライクリーニングでは落ちない中わたの汚れまで、
ふとん丸洗いの専門工場でキレイに洗い上げます。

1枚パック（ふとん丸洗い・宅配料込み）※4・5

【初回】標準価格

【リピート】標準価格

6,264円（税抜 5,800円）

5,940円（税抜 5,500円）

ふとん丸洗い宅配サービス

2枚パック（ふとん丸洗い・宅配料込み）※4・5

【初回】標準価格

【リピート】標準価格

8,748円（税抜 8,100円）

8,424円（税抜 7,800円）

3枚パック（ふとん丸洗い・宅配料込み）※4・5

【初回】標準価格

【リピート】標準価格

10,778円（税抜 9,980円）

10,238円（税抜 9,480円）

ドライクリーニングでは落ちなかったダニアレル物質や水溶性の汚れを、
水洗いならすっきりキレイに洗い流せます！

宅配業者にお出しいただいてから約2週間で、
仕上がったふとんをお届けします。
※繁忙期は3週間程度かかる場合があります。

ふとんは掛け・敷き、大きさはシングル・ダブル、
素材は羽毛・羊毛・綿・ポリエステル・混紡など、
専用宅配袋に収まるふとんなら
いろいろ組み合わせていただけます。
※水洗いに不向きなふとんもあります。

色柄や化学繊維

にも使えます

BATH, TOILET, LAUNDRY

Ｗ酵素パワーで
汚れを落す。

液体濃縮
タイプ

蛍光
増白剤
無配合

抗菌剤
配合

詰替用

洗濯用洗剤（600mL）

●液性：弱アルカリ性

標準価格 626円（税抜 580円）

詰替用:500mL 標準価格 432円（税抜 400円）

ランドリー部門
人気商品ランキング
１位※

ここが
POINT !

ダニのフン・死がい

細菌・雑菌 汗 尿成分

フケ・アカ
5年間
ふとんの
洗浄汚水

（フレスコ研究所調べ）

洗わなかった

1 専門工場だから、ふとんを傷めず、
中わたまでしっかりと洗います。

2 宅配サービスだからカンタン便利！

3 サイズ・素材も組み合わせはいろいろ。

1,080円（税込）OFF1,080円（税込）OFF ふとん丸洗い宅配サービス
（2枚パック）540円（税込）OFF540円（税込）OFF

初　 回：8,748円（税抜 8,100円）→8,208円（税抜 7,600円）
リピート：8,424円（税抜 7,800円）→7,884円（税抜 7,300円）

使って、お得なクーポンです。
coupon !

coupon !

切り取り線切り取り線

ダスキンはふとん丸ごと水洗い。

※4）専用宅配袋サイズ：100×65×40cm
※5）ダスキン専用宅配袋に収まる大きさ（お申し込み枚数まで）に限ります。

※レンタル・定期補充を除く商品の出荷実績より（2014年4月～2015年3月）
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NEW
4月～

梅雨時は風で乾かす。

梅雨時期は、洗濯物が
なかなか乾かないのが困りもの。
そこで竿やハンガーを上手に使って、
洗濯物に風が通るようにしましょう。
思いのほか早く乾きますよ。

素材を傷めず、シミや
黄ばみを分解。

頑固な汚れに
スプレー
するだけ。

「もっと手軽に使いたい」
「一度に何枚も出せない」
そんなお客様の声から生まれました。

枚数が増えるほど、
１枚あたりの価格がおトクです。

除菌
効果

水で
洗える

液体濃縮
タイプ

蛍光
増白剤
無配合

静電気を抑え、
防汚・抗菌効果も。

やさしい
フローラル
の香り

詰替用 詰替用

※1）ダニアレル物質の減少データは、3年使用の羊
毛敷ふとん検体1を四分割し、部位ごと各4ヵ所の実
数データの最大値、最小値に基づく。（都市居住環
境研究所調べ） ※2・※3）10年以上使用（年数確定
不可）の綿敷ふとんを工程に基づき洗浄した際の汚
水から検出。（ユニチカ環境技術センター調べ）

を割引させていただきます。

1枚パックは324円（税込）

2枚パックは324円（税込）

［リピート］ならおトク！

3枚パックは540円（税込）

◎2回目以降のご注文の際、
お手元のダスキン専用宅配袋を
ご利用いただければ

ダニアレル物質

約82.6％
～99.4％
減少※1

一般細菌
（カビ菌・大腸菌等）

約99.99％
減少※2

アンモニア（汗等）

約99.9％
減少※3

ランドリー洗剤

ふとん丸洗い

柔軟仕上げ剤（500mL）

●液性：弱酸性

標準価格 648円（税抜 600円）

詰替用:450mL 標準価格 496円（税抜 460円）

※入浴剤の入ったお湯で使用しないでください。変色する場合があります。

高級衣料用 つけおき洗剤（500mL）

●液性：中性　※説明書つき（本体のみ）

標準価格 1,620円（税抜 1,500円）

詰替用:450mL 標準価格 1,404円（税抜 1,300円）

※ご使用前には、必ず取扱説明書で洗えるもの・洗えないものの
　確認をしてください。

デリケートな素材も
やさしく洗える。

標準価格 540円（税抜 500円）

部分汚れ用洗剤（280mL） スプレーは別売です

●液性：弱アルカリ性
○専用スプレー 別売108円（税抜 100円）をお使いください。

標準価格 496円（税抜 460円）

洗濯用漂白剤（酸素系）（450g）

●液性：弱アルカリ性

ジーンズの
ポケットは
裏返して外へ

風の通り道をつくる

竿２本を使って
すき間をつくる

大きなものは山折り谷折り

すそを少しずらして
重なりをなくす

ハンガ－２本で
洗濯物を広げ気味に

丸型ハンガーで
丸く吊る

角形ハンガーで
ジャバラ折りに吊る

ハンガ－２本で
M字に吊る

ふとんの中のダニアレル物質、
水に流しませんか。

初　 回：10,778円（税抜 9,980円）→9,698円（税抜 8,980円）
リピート：10,238円（税抜 9,480円）→9,158円（税抜 8,480円）

使って、お得なクーポンです。
ふとん丸洗い宅配サービス

（3枚パック）

使用期間：2016年4月1日（金）～2016年9月30日（金）まで 使用期間：2017年1月1日（日）～2017年2月28日（火）まで

切り取り線切り取り線

ふとんの中でダニが大増殖？

ダニのフンや死がいはアレル物質と呼ばれています。
ふとんの中はダニにとって快適な温度と湿度、暗さがあり、
エサになるフケやアカもいっぱい。
干したり掃除機をかけるだけでは
取り除けません。

ふとんの汚れには、水洗いが一番。

ダニのフンもふとんの汚れも水溶性。
だから丸ごと水洗いが一番効果的です。
ダスキンのふとん丸洗い宅配サービスは、
天日干しやドライクリーニングでは落ちない中わたの汚れまで、
ふとん丸洗いの専門工場でキレイに洗い上げます。

1枚パック（ふとん丸洗い・宅配料込み）※4・5

【初回】標準価格

【リピート】標準価格

6,264円（税抜 5,800円）

5,940円（税抜 5,500円）

ふとん丸洗い宅配サービス

2枚パック（ふとん丸洗い・宅配料込み）※4・5

【初回】標準価格

【リピート】標準価格

8,748円（税抜 8,100円）

8,424円（税抜 7,800円）

3枚パック（ふとん丸洗い・宅配料込み）※4・5

【初回】標準価格

【リピート】標準価格

10,778円（税抜 9,980円）

10,238円（税抜 9,480円）

ドライクリーニングでは落ちなかったダニアレル物質や水溶性の汚れを、
水洗いならすっきりキレイに洗い流せます！

宅配業者にお出しいただいてから約2週間で、
仕上がったふとんをお届けします。
※繁忙期は3週間程度かかる場合があります。

ふとんは掛け・敷き、大きさはシングル・ダブル、
素材は羽毛・羊毛・綿・ポリエステル・混紡など、
専用宅配袋に収まるふとんなら
いろいろ組み合わせていただけます。
※水洗いに不向きなふとんもあります。

色柄や化学繊維

にも使えます

BATH, TOILET, LAUNDRY

Ｗ酵素パワーで
汚れを落す。

液体濃縮
タイプ

蛍光
増白剤
無配合

抗菌剤
配合

詰替用

洗濯用洗剤（600mL）

●液性：弱アルカリ性

標準価格 626円（税抜 580円）

詰替用:500mL 標準価格 432円（税抜 400円）

ランドリー部門
人気商品ランキング
１位※

ここが
POINT !

ダニのフン・死がい

細菌・雑菌 汗 尿成分

フケ・アカ
5年間
ふとんの
洗浄汚水

（フレスコ研究所調べ）

洗わなかった

1 専門工場だから、ふとんを傷めず、
中わたまでしっかりと洗います。

2 宅配サービスだからカンタン便利！

3 サイズ・素材も組み合わせはいろいろ。

1,080円（税込）OFF1,080円（税込）OFF ふとん丸洗い宅配サービス
（2枚パック）540円（税込）OFF540円（税込）OFF

初　 回：8,748円（税抜 8,100円）→8,208円（税抜 7,600円）
リピート：8,424円（税抜 7,800円）→7,884円（税抜 7,300円）

使って、お得なクーポンです。
coupon !

coupon !

切り取り線切り取り線

ダスキンはふとん丸ごと水洗い。

※4）専用宅配袋サイズ：100×65×40cm
※5）ダスキン専用宅配袋に収まる大きさ（お申し込み枚数まで）に限ります。

※レンタル・定期補充を除く商品の出荷実績より（2014年4月～2015年3月）

バ
ス
・
ト
イ
レ
・
ラ
ン
ド
リ
ー

27 28

ふ
と
ん
丸
洗
い



ふとん丸洗い宅配サービス（3枚パック）

使用期間：2016年4月1日（金）～2016年9月30日（金）まで

ふとん丸洗い宅配サービス（2枚パック）

使用期間：2017年1月1日（日）～2017年2月28日（火）まで

切り取り線切り取り線

1,080円（税込）OFF1,080円（税込）OFF540円（税込）OFF540円（税込）OFF
※対象地域は全国です。 ※初回・リピート（ダスキン専用宅配袋をお持ちの方）いずれもご利用いただけます。 
※同一商品のその他割引やクーポン券との併用はできません。 ※ご利用はお一人様１回１枚限りとさせていただきます。 
※お申込み後に発送キットをお届けします。お早めにご利用ください。

※対象地域は全国です。 ※初回・リピート（ダスキン専用宅配袋をお持ちの方）いずれもご利用いただけます。 
※同一商品のその他割引やクーポン券との併用はできません。 ※ご利用はお一人様１回１枚限りとさせていただきます。 
※お申込み後に発送キットをお届けします。お早めにご利用ください。

切り取り線切り取り線

BEAUTY
ビューティー

水仕事から手肌を
やさしくガード。

年齢を感じてしまいがちなボディに
みずみずしい透明感を。

美白+保湿で
うるおい持続。

※3

化粧水

5月より
販売再開
予定

乳液 美容液

パック 化粧
下地

標準価格 1,296円（税抜 1,200円）

it’s フェイスワン ジェル〈美容ジェル〉（58g）

●保水成分：ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、水溶性コ
ラーゲン ●保湿成分：スクワラン、コメ由来セラミド（コメヌカス
フィンゴ糖脂質） ●ハリ肌成分：月桃葉エキス（ゲットウ葉エキ
ス）、ローヤルゼリーエキス、酵母抽出液（サッカロミセスセレビ
シアエエキス）、カンゾウ根エキス、オタネニンジン根エキス
●ノンパラベン・合成色素不使用・無鉱物油・ノンアルコール

標準価格 1,080円（税抜 1,000円）

ダスキン ボディミルク〈ボディ用美容液〉（250mL）

●ハリ・ツヤ成分：オタネニンジン根エキス、パールカルクエキス
（加水分解コンキオリン）、ローヤルゼリーエキス、カンゾウ根エ
キス、酵母抽出液（サッカロミセスセレビシアエエキス）＝保湿
●ノンパラベン・合成色素不使用・無鉱物油

標準価格 1,620円（税抜 1,500円）

手肌保護クリーム（80g）

●無香料・無着色

標準価格 3,672円（税抜 3,400円）

カルディ リフレッシュ〈クレンジング＆マッサージ〉

●内容量/100g
●ノンアルコール・無香料・無着色・無鉱物油

標準価格 3,132円（税抜 2,900円）

カルディ リフレッシュ ウォッシュ〈洗顔料〉

●内容量/100g
●ノンアルコール・無香料・無着色・無鉱物油

標準価格 864円（税抜 800円）

ダスキン ピュアホワイト〈ハンドクリーム〉（50g）

●有効成分：グリチルリチン酸2K、アルブチン
●ノンパラベン・無香料・無着色
※3）メラニンの生成を抑え、日焼けによるシミ・そばかすを防ぎます。

標準価格 756円（税抜 700円）

ソフト&モイスチュア クリーム〈フット＆ヒール〉（50g）

●うるおい成分：アロエベラ葉エキス、茶カテキン、ユズ種子
エキス、オタネニンジン根エキス、キイチゴエキス＝保湿
●ノンパラベン・無香料・無着色

医薬部外品

医薬部外品

冬期限定

足・かかと用

冬期限定

伸びが良く、つけ心地サラサラ。

SPF25
PA++

美容液成分
配合

※1

標準価格 1,296円（税抜 1,200円）

ダスキン UVケア ミルク〈日焼け止め美容液〉（30g）

●ノンパラベン・無香料・無着色 アレルギーテスト済※2

※1）美容液成分：スイカ果実エキス・コエンザイムQ10(ユビキノン）・黒大豆
エキス（加水分解ダイズエキス）・ビルベリー葉エキス・クロレラエキス＝保湿
※2）すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。

顔・からだ用

かかとをやわらかくして、
うるおす。

※5）商品の色は原料によるものです。 
※6）すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。

※4）ツボ押しを取り入れたマッサージ＆クレンジングと泡立て洗顔を組み合わ
せた独自のお手入れ。

蘇生洗顔
※4step1

モイスチュアバランス（整肌）step2

カ ル ディ スキン ケ ア  シリーズ 収 納

標準価格 972円（税抜 900円）

it’s MEN’s オールインワン ジェル（60g）

●ノンアルコール・無着色・無鉱物油

医薬部外品

医薬部外品

標準価格 1,944円（税抜 1,800円）

カルディ リフレッシュ モイスチュア ソープ〈美容石けん〉

●内容量/80g
●ノンパラベン・ノンアルコール・無香料・合成色素不使用・無鉱物油

標準価格 4,320円（税抜 4,000円）

カルディ コントロールモイスチュア 1〈化粧液〉脂性肌

●内容量/120mL
●ノンパラベン・無香料・無着色・無鉱物油・アレルギーテスト済※6

医薬部外品

標準価格 4,860円（税抜 4,500円）

カルディ コントロールモイスチュア 2〈化粧液〉普通肌

●内容量/120mL
●ノンパラベン・無香料・無着色※5・無鉱物油・アレルギーテスト済※6

医薬部外品

標準価格 5,400円（税抜 5,000円）

カルディ コントロールモイスチュア 3〈化粧液〉乾性肌

●内容量/120mL
●ノンパラベン・ノンアルコール・無香料・無着色※5・無鉱物油・
アレルギーテスト済※6

医薬部外品

出し入れしやすい肩だけタイプ。

仕切れるケースで重ねず
並べて引出し管理。

靴を傷めず重ねて2倍収納。

中身が見える衣装ケース。

標準価格 5,142円（税抜 4,762円）

引出し（大） 2個セット

●サイズ：約幅32×奥行52×高さ31.8cm
●重さ：約2,616g
●耐荷重：天板/約5kg 引出し/約9kg

標準価格 842円（税抜 780円）

Tシャツケース

●サイズ：約幅27×奥行33×高さ9.5cm
●重さ：約527g　

標準価格 734円（税抜 680円）

ランジェリーケース

●サイズ：約幅14×奥行33×高さ9.5cm
●重さ：約323g

標準価格 7,381円（税抜 6,835円）

引出し（小） 4個セット

●サイズ：約幅32×奥行52×高さ16.1cm
●重さ：約1,688g
●耐荷重：天板/約5kg 引出し/約5kg

標準価格 518円（税抜 480円）

専用キャスター 4個セット

●1個サイズ：約幅3.5×奥行5×高さ5cm
（使用時） ●1個あたり重さ：約22g ●耐荷
重：約50kg（4個装着時） ●材質：ポリプロピ
レン、スチール

標準価格 1,522円（税抜 1,410円）

スーツ肩だけホコリよけ 10枚セット

●サイズ：約幅60×高さ44cm
●材質：不織布/ポリプロピレン100%

標準価格 1,684円（税抜 1,560円）

サッと取り出し くつホルダー 6個

●サイズ：約幅10×奥行26×高さ13.5cm
●重さ：約165g（1個あたり）

標準価格 1,684円（税抜 1,560円）

サッと取り出し くつホルダースリム 6個

●サイズ：約幅8×奥行26×高さ13.5cm
●重さ：約128g（1個あたり）

標準価格 6,159円（税抜 5,703円）

引出し（中） 3個セット

●サイズ：約幅32×奥行52×高さ21.5cm
●重さ：約1,917g
●耐荷重：天板/約5kg 引出し/約7kg

〈引出し共通〉 ●材質：本体・天板・引出し/ポリプロピレン  枠/スチロール樹脂

〈共通〉 ●材質：本体/スチロール樹脂 仕切り/ポリプロピレン ●付属品：仕切り板（2枚）

〈共通〉 ●材質：本体/ポリプロピレン ストッパー/EVA樹脂 ●付属品：EVA樹脂ストッパー
　　　 ●カラー：ベージュ

※写真の天板（茶）は取り扱っておりません。

ランジェリー
ケース

1つで5役の
オールインワンジェル

おうちもあなたも、キレイでいてほしい。

忙しい女性を応援するダスキンだから、

ひと味違ったコスメティックになりました。

夜にしっかり塗り込めば、
朝にはスベスベです。

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

忙しい私にピッタリです。

肌に透明感が出て化粧のりも良くなりました。

お化粧をした時に、プルプルに仕上がります。

乾燥・肌荒れ・
てかりが
気になる方に

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）
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ふとん丸洗い宅配サービス（3枚パック）

使用期間：2016年4月1日（金）～2016年9月30日（金）まで

ふとん丸洗い宅配サービス（2枚パック）

使用期間：2017年1月1日（日）～2017年2月28日（火）まで

切り取り線切り取り線

1,080円（税込）OFF1,080円（税込）OFF540円（税込）OFF540円（税込）OFF
※対象地域は全国です。 ※初回・リピート（ダスキン専用宅配袋をお持ちの方）いずれもご利用いただけます。 
※同一商品のその他割引やクーポン券との併用はできません。 ※ご利用はお一人様１回１枚限りとさせていただきます。 
※お申込み後に発送キットをお届けします。お早めにご利用ください。

※対象地域は全国です。 ※初回・リピート（ダスキン専用宅配袋をお持ちの方）いずれもご利用いただけます。 
※同一商品のその他割引やクーポン券との併用はできません。 ※ご利用はお一人様１回１枚限りとさせていただきます。 
※お申込み後に発送キットをお届けします。お早めにご利用ください。

切り取り線切り取り線

BEAUTY
ビューティー

水仕事から手肌を
やさしくガード。

年齢を感じてしまいがちなボディに
みずみずしい透明感を。

美白+保湿で
うるおい持続。

※3

化粧水

5月より
販売再開
予定

乳液 美容液

パック 化粧
下地

標準価格 1,296円（税抜 1,200円）

it’s フェイスワン ジェル〈美容ジェル〉（58g）

●保水成分：ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、水溶性コ
ラーゲン ●保湿成分：スクワラン、コメ由来セラミド（コメヌカス
フィンゴ糖脂質） ●ハリ肌成分：月桃葉エキス（ゲットウ葉エキ
ス）、ローヤルゼリーエキス、酵母抽出液（サッカロミセスセレビ
シアエエキス）、カンゾウ根エキス、オタネニンジン根エキス
●ノンパラベン・合成色素不使用・無鉱物油・ノンアルコール

標準価格 1,080円（税抜 1,000円）

ダスキン ボディミルク〈ボディ用美容液〉（250mL）

●ハリ・ツヤ成分：オタネニンジン根エキス、パールカルクエキス
（加水分解コンキオリン）、ローヤルゼリーエキス、カンゾウ根エ
キス、酵母抽出液（サッカロミセスセレビシアエエキス）＝保湿
●ノンパラベン・合成色素不使用・無鉱物油

標準価格 1,620円（税抜 1,500円）

手肌保護クリーム（80g）

●無香料・無着色

標準価格 3,672円（税抜 3,400円）

カルディ リフレッシュ〈クレンジング＆マッサージ〉

●内容量/100g
●ノンアルコール・無香料・無着色・無鉱物油

標準価格 3,132円（税抜 2,900円）

カルディ リフレッシュ ウォッシュ〈洗顔料〉

●内容量/100g
●ノンアルコール・無香料・無着色・無鉱物油

標準価格 864円（税抜 800円）

ダスキン ピュアホワイト〈ハンドクリーム〉（50g）

●有効成分：グリチルリチン酸2K、アルブチン
●ノンパラベン・無香料・無着色
※3）メラニンの生成を抑え、日焼けによるシミ・そばかすを防ぎます。

標準価格 756円（税抜 700円）

ソフト&モイスチュア クリーム〈フット＆ヒール〉（50g）

●うるおい成分：アロエベラ葉エキス、茶カテキン、ユズ種子
エキス、オタネニンジン根エキス、キイチゴエキス＝保湿
●ノンパラベン・無香料・無着色

医薬部外品

医薬部外品

冬期限定

足・かかと用

冬期限定

伸びが良く、つけ心地サラサラ。

SPF25
PA++

美容液成分
配合

※1

標準価格 1,296円（税抜 1,200円）

ダスキン UVケア ミルク〈日焼け止め美容液〉（30g）

●ノンパラベン・無香料・無着色 アレルギーテスト済※2

※1）美容液成分：スイカ果実エキス・コエンザイムQ10(ユビキノン）・黒大豆
エキス（加水分解ダイズエキス）・ビルベリー葉エキス・クロレラエキス＝保湿
※2）すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。

顔・からだ用

かかとをやわらかくして、
うるおす。

※5）商品の色は原料によるものです。 
※6）すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。

※4）ツボ押しを取り入れたマッサージ＆クレンジングと泡立て洗顔を組み合わ
せた独自のお手入れ。

蘇生洗顔
※4step1

モイスチュアバランス（整肌）step2

カ ル ディ スキン ケ ア  シリーズ 収 納

標準価格 972円（税抜 900円）

it’s MEN’s オールインワン ジェル（60g）

●ノンアルコール・無着色・無鉱物油

医薬部外品

医薬部外品

標準価格 1,944円（税抜 1,800円）

カルディ リフレッシュ モイスチュア ソープ〈美容石けん〉

●内容量/80g
●ノンパラベン・ノンアルコール・無香料・合成色素不使用・無鉱物油

標準価格 4,320円（税抜 4,000円）

カルディ コントロールモイスチュア 1〈化粧液〉脂性肌

●内容量/120mL
●ノンパラベン・無香料・無着色・無鉱物油・アレルギーテスト済※6

医薬部外品

標準価格 4,860円（税抜 4,500円）

カルディ コントロールモイスチュア 2〈化粧液〉普通肌

●内容量/120mL
●ノンパラベン・無香料・無着色※5・無鉱物油・アレルギーテスト済※6

医薬部外品

標準価格 5,400円（税抜 5,000円）

カルディ コントロールモイスチュア 3〈化粧液〉乾性肌

●内容量/120mL
●ノンパラベン・ノンアルコール・無香料・無着色※5・無鉱物油・
アレルギーテスト済※6

医薬部外品

出し入れしやすい肩だけタイプ。

仕切れるケースで重ねず
並べて引出し管理。

靴を傷めず重ねて2倍収納。

中身が見える衣装ケース。

標準価格 5,142円（税抜 4,762円）

引出し（大） 2個セット

●サイズ：約幅32×奥行52×高さ31.8cm
●重さ：約2,616g
●耐荷重：天板/約5kg 引出し/約9kg

標準価格 842円（税抜 780円）

Tシャツケース

●サイズ：約幅27×奥行33×高さ9.5cm
●重さ：約527g　

標準価格 734円（税抜 680円）

ランジェリーケース

●サイズ：約幅14×奥行33×高さ9.5cm
●重さ：約323g

標準価格 7,381円（税抜 6,835円）

引出し（小） 4個セット

●サイズ：約幅32×奥行52×高さ16.1cm
●重さ：約1,688g
●耐荷重：天板/約5kg 引出し/約5kg

標準価格 518円（税抜 480円）

専用キャスター 4個セット

●1個サイズ：約幅3.5×奥行5×高さ5cm
（使用時） ●1個あたり重さ：約22g ●耐荷
重：約50kg（4個装着時） ●材質：ポリプロピ
レン、スチール

標準価格 1,522円（税抜 1,410円）

スーツ肩だけホコリよけ 10枚セット

●サイズ：約幅60×高さ44cm
●材質：不織布/ポリプロピレン100%

標準価格 1,684円（税抜 1,560円）

サッと取り出し くつホルダー 6個

●サイズ：約幅10×奥行26×高さ13.5cm
●重さ：約165g（1個あたり）

標準価格 1,684円（税抜 1,560円）

サッと取り出し くつホルダースリム 6個

●サイズ：約幅8×奥行26×高さ13.5cm
●重さ：約128g（1個あたり）

標準価格 6,159円（税抜 5,703円）

引出し（中） 3個セット

●サイズ：約幅32×奥行52×高さ21.5cm
●重さ：約1,917g
●耐荷重：天板/約5kg 引出し/約7kg

〈引出し共通〉 ●材質：本体・天板・引出し/ポリプロピレン  枠/スチロール樹脂

〈共通〉 ●材質：本体/スチロール樹脂 仕切り/ポリプロピレン ●付属品：仕切り板（2枚）

〈共通〉 ●材質：本体/ポリプロピレン ストッパー/EVA樹脂 ●付属品：EVA樹脂ストッパー
　　　 ●カラー：ベージュ

※写真の天板（茶）は取り扱っておりません。

ランジェリー
ケース

1つで5役の
オールインワンジェル

おうちもあなたも、キレイでいてほしい。

忙しい女性を応援するダスキンだから、

ひと味違ったコスメティックになりました。

夜にしっかり塗り込めば、
朝にはスベスベです。

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

忙しい私にピッタリです。

肌に透明感が出て化粧のりも良くなりました。

お化粧をした時に、プルプルに仕上がります。

乾燥・肌荒れ・
てかりが
気になる方に

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）
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玄
関

玄関マット

1

2

3

4

現在ご使用中、または1年以内におためしされたものと同一商品のおためしはご遠慮願います。4週間おためしについて31 32

わが家オリジナルのお出迎え〈家庭用玄関マットオーダーメイドタイプ〉

玄関はおうちの顔。

家族やお客様を迎えるところ。

キレイはもちろん、わが家らしさも奏でたい。

ENTRANCE
玄関

ダスキン独自のパイルで
靴裏の汚れをしっかり取る

消防法規定の防炎性能試験に適合し（公財）日本防炎
協会の認定を受けた、燃えにくく安全性の高いマットです。

取 る 閉じ込める 維持する

パイルのすき間と吸着剤によって、
汚れをしっかり閉じ込める

マット内に汚れをため、
表面はいつもキレイなまま

4週間標準レンタル料金 各 864円（税抜 800円）

家庭用玄関マット レンタル

※ダスキン調べ

●グリーン/グレー/ブラウン 
●サイズ：約60×90cm ●吸着剤加工

パイルとパイルの間
に、泥やホコリを大量
にためこんでいます。

4週間標準レンタル料金
約60×90cm 1,188円（税抜 1,100円）

家庭用玄関マットオーダーメイドタイプ レンタル

●約55×75㎝のサイズも一部取揃えております。 
●吸着剤加工

◎ダスキン独自の2種類のパイルのブラッシング力。
◎泥やホコリの除去効果は、人工芝の約3.6倍※。
◎吸着剤効果で細かなホコリも逃さない。

オーダーメイドタイプのご契約は、3年以上とさせていただきます。
ご契約後、3年未満の途中解約の場合は違約金が発生します。

お名前やメッセージを入れるこ
とで、自分だけのオリジナルマッ
トがつくれます。

お好きなデザインのマットが
一度に2種類つくれる！

同じデザインで2枚 違うデザインを1枚ずつ

or

4週間ごとに各デザインを交互にお届けします。

オーダーメイドタイプだから

（デザイン No.M0001）

シンプルなのに遊びゴコロを忘れない、
飽きのこないデザイン。

北欧 （デザイン No.M0021）

（デザイン No.G0037）

エントランスを華やかに彩る、
エレガント＆フェミニンな装い。

フラワー （デザイン No.M0040）

アットホームなぬくもり。
子どもたちが大好きなモノいろいろ。

キッズ （デザイン No.M0078）

カラフル＆キュート。
個性的で愛らしいイラストたちがズラリ。

アニマル （デザイン No.M0060）

古き良き時代の思い出がよみがえる
ノスタルジックな雰囲気を。

レトロ （デザイン No.M0091）

和の趣をモダンにアレンジ。
シックで落ち着いた粋なデザインです。

和風 （デザイン No.M0100）

グリーン

グレー

ブラウン

パイルの強力なブラッシング効果と吸着剤で、靴裏の汚れをしっかり除去し、マットの中に閉じ込めます。

土砂ボコリをしっかりかき出し、しっかり吸着。

マットの裏はゴム貼りなので、土砂ボコリを床まで通さずにキープ。しかもゴムなのでずれにくくなっています。

汚れをマットの裏まで通さない。

4週間定期レンタルなので、メンテナンスはダスキンまかせ。いつもベストコンディションのマットをお使いいただけます。

4週間定期レンタルで、お手入れ不要。

防炎やドアノブの静電気の抑制など、安全で快適な機能が備わっています。

燃えにくく、静電気も抑えます。

防炎機能
ドアノブなどをさわる時におきる静電気を
マットを踏むと同時に空中放電します。

ボルター機能

４週間
おためし料金 259円

税込

やっぱりオリジナルは愛着を感じます。

雨の日もしっかり吸収してくれるので、助かっています。

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

６カテゴリー、約２００種類のデザインからお選びいただけます。

３つのカラー、シンプルなデザインが玄関先を明るく彩ります。

おうちの顔「玄関」を個性的に演出するならオーダーメイドタイプ！
4週間に1度、お取替えに伺うので、マットを洗う、干すといった面倒なお手入れがいりません。

汚れを家に持ち込ませない。〈キレイ＆安心を支える機能〉
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わが家オリジナルのお出迎え〈家庭用玄関マットオーダーメイドタイプ〉

玄関はおうちの顔。

家族やお客様を迎えるところ。

キレイはもちろん、わが家らしさも奏でたい。

ENTRANCE
玄関

ダスキン独自のパイルで
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パイルのすき間と吸着剤によって、
汚れをしっかり閉じ込める

マット内に汚れをため、
表面はいつもキレイなまま
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家庭用玄関マット レンタル
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カラフル＆キュート。
個性的で愛らしいイラストたちがズラリ。

アニマル （デザイン No.M0060）

古き良き時代の思い出がよみがえる
ノスタルジックな雰囲気を。

レトロ （デザイン No.M0091）

和の趣をモダンにアレンジ。
シックで落ち着いた粋なデザインです。

和風 （デザイン No.M0100）

グリーン

グレー

ブラウン

パイルの強力なブラッシング効果と吸着剤で、靴裏の汚れをしっかり除去し、マットの中に閉じ込めます。

土砂ボコリをしっかりかき出し、しっかり吸着。

マットの裏はゴム貼りなので、土砂ボコリを床まで通さずにキープ。しかもゴムなのでずれにくくなっています。

汚れをマットの裏まで通さない。

4週間定期レンタルなので、メンテナンスはダスキンまかせ。いつもベストコンディションのマットをお使いいただけます。

4週間定期レンタルで、お手入れ不要。

防炎やドアノブの静電気の抑制など、安全で快適な機能が備わっています。

燃えにくく、静電気も抑えます。

防炎機能
ドアノブなどをさわる時におきる静電気を
マットを踏むと同時に空中放電します。

ボルター機能

４週間
おためし料金 259円

税込

やっぱりオリジナルは愛着を感じます。

雨の日もしっかり吸収してくれるので、助かっています。

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

６カテゴリー、約２００種類のデザインからお選びいただけます。

３つのカラー、シンプルなデザインが玄関先を明るく彩ります。

おうちの顔「玄関」を個性的に演出するならオーダーメイドタイプ！
4週間に1度、お取替えに伺うので、マットを洗う、干すといった面倒なお手入れがいりません。

汚れを家に持ち込ませない。〈キレイ＆安心を支える機能〉
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CLEANING
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プロのおそうじサービス

手に負えない。どうしていいか、わからない。
そんなお困りごとを解決するために、
プロフェッショナルたちがいるのです。

○メーカーや機種に関わらず承ります。
　（正常動作しないものはお断りする場合があります。）

オプションをプラスすると、
さらに効果的。

分解から、
洗浄・抗菌・防カビ処理まで。

オプション

エアコンクリーニング

家庭用壁掛けタイプ 幅120cm未満

標準料金
1台 12,960円（税抜 12,000円）

フィルター自動お掃除機能（サイドファン等の付加機能）付 幅120cm未満

標準料金
1台 23,760円（税抜 22,000円）

天井埋込タイプ

標準料金
1台 37,800円~（税抜 35,000円~）

標準料金
2台 21,600円（税抜 20,000円）

エアコンクリーニング

エアコン抗菌コート
オプション標準料金
壁掛けタイプ/1台 2,160円（税抜 2,000円）

オプション標準料金
天井埋込タイプ/1台 4,320円（税抜 4,000円）

○クリーニング料金にプラスとなります。

分解

抗菌・防カビ処理

ホコリ除去 拭き上げ

高圧洗浄

すすぎ1
養生してから、前
面パネル・フィル
ターを外す。

2
たまったホコリを
バキュームで除去。

3
熱交換器の奥を
専用資器材と薬
剤で高圧洗浄。

4
洗剤を高圧水で
洗い流す。

5
外装の汚れも
ていねいに落とす。

6
熱交換器やフィ
ルターなどに抗
菌・防カビ処理。

Before

After

エアコン内部にたまったホコリやカビ。

カビ菌の排出量を低減※2！

エアコンのフィルターをこまめに洗っていても、内部が汚れる場合があります。いやなニオイがしたら、要注意。
ダスキンではご家庭ではむずかしい分解洗浄を行い、カビやホコリを徹底的に除去します。

◎カビ菌の排出量を低減※2！
エアコン内部から排出されるカビ菌を低減※2します。

◎熱交換比率もアップ※3 ！
冷暖房時の熱交換比率が向上し※3、冷暖房の効率が良くなります。
※2）家庭用壁掛タイプにて測定。製品の状態により、洗浄効果に差が出ます。（ダスキン調べ）
※3）地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所受託研究（受託24003）による結果より

「エアコンクリーニング」のメリット

高圧洗浄で
ピカピカに！

洗浄水は真っ黒

おかげさまで今年の夏は、
いやなニオイにも悩まされず、快適になりました。

市販の洗浄スプレーでは届かないところまでキレイになって満足。
抗菌コートもしたので効果が長続きすることを期待しています。

ご家庭ではここまでできないプロの技

ハウスクリーニング
年間人気ランキング
1位※1

Q

A

Q

A

Q

A

お掃除のプロフェッショナルが、汚れが落ちない、
手間がかかるなどのお困りごとに、専門の技術でお応えします。

家事のプロフェッショナルが、おうちのご希望の場所の
さまざまな家事をご希望のサイクルで代行します。

自分では

手に負えない

手間が
かかる

自由な時間がほしい

困った時は、プロにおまかせ

「掃除のプロにまかせたい」

プロのサービス よくあるご質問

ダスキンには、ご家庭では解決がむずかしいキレイに関するお困りごとを、
すっきりさせるプロのサービスがあります。
専門の技術と豊富な知識、きめ細かな心配りで、あなたのおうちをもっとキレイに。
豊富なプランの中から、あなたのお困りごとに合ったプロのサービスをお選びください。

ご相談、お見積りは無料ですの
で、ご希望に添えなかった場合
は遠慮なくお断りいただいて結
構です。

見積りに来てもらってから、
断っても大丈夫？

常にお立ち会いいただかなくて
も、お部屋でおくつろぎいただ
いたり、途中でお出かけいただ
いてもかまいません。

サービス中は、
ずっと立会いがいるの？

お見積り時にご依頼いただい
たサービス内容に変更がなけれ
ば、追加料金は発生しません。

サービス後に追加料金とか
発生しないかしら？

※当日の状況で追加サービスをご依頼された場合は、
　その場でご相談させていただきます。

「家事のプロにまかせたい」

徹底的に
キレイにしたい

手が
まわらない

片づけられない

レンジフード
クリーニング

エアコン
クリーニング

浴室
クリーニング

家事おてつだい
サービス

おかたづけ
サービス

お掃除おまかせ
サービス

自分の手に
負えない

※1）ダスキンホームページからお申し込みいただいたサービスの集計より（2014年4月～2015年3月）
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手に負えない。どうしていいか、わからない。
そんなお困りごとを解決するために、
プロフェッショナルたちがいるのです。

○メーカーや機種に関わらず承ります。
　（正常動作しないものはお断りする場合があります。）

オプションをプラスすると、
さらに効果的。

分解から、
洗浄・抗菌・防カビ処理まで。

オプション

エアコンクリーニング

家庭用壁掛けタイプ 幅120cm未満

標準料金
1台 12,960円（税抜 12,000円）

フィルター自動お掃除機能（サイドファン等の付加機能）付 幅120cm未満

標準料金
1台 23,760円（税抜 22,000円）

天井埋込タイプ
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1台 37,800円~（税抜 35,000円~）
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2台 21,600円（税抜 20,000円）
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壁掛けタイプ/1台 2,160円（税抜 2,000円）
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天井埋込タイプ/1台 4,320円（税抜 4,000円）

○クリーニング料金にプラスとなります。

分解

抗菌・防カビ処理

ホコリ除去 拭き上げ

高圧洗浄

すすぎ1
養生してから、前
面パネル・フィル
ターを外す。

2
たまったホコリを
バキュームで除去。

3
熱交換器の奥を
専用資器材と薬
剤で高圧洗浄。

4
洗剤を高圧水で
洗い流す。

5
外装の汚れも
ていねいに落とす。

6
熱交換器やフィ
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After

エアコン内部にたまったホコリやカビ。

カビ菌の排出量を低減※2！

エアコンのフィルターをこまめに洗っていても、内部が汚れる場合があります。いやなニオイがしたら、要注意。
ダスキンではご家庭ではむずかしい分解洗浄を行い、カビやホコリを徹底的に除去します。

◎カビ菌の排出量を低減※2！
エアコン内部から排出されるカビ菌を低減※2します。
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冷暖房時の熱交換比率が向上し※3、冷暖房の効率が良くなります。
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ご家庭ではここまでできないプロの技

ハウスクリーニング
年間人気ランキング
1位※1

Q

A

Q

A

Q

A

お掃除のプロフェッショナルが、汚れが落ちない、
手間がかかるなどのお困りごとに、専門の技術でお応えします。
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さまざまな家事をご希望のサイクルで代行します。

自分では

手に負えない

手間が
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自由な時間がほしい

困った時は、プロにおまかせ
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ダスキンには、ご家庭では解決がむずかしいキレイに関するお困りごとを、
すっきりさせるプロのサービスがあります。
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豊富なプランの中から、あなたのお困りごとに合ったプロのサービスをお選びください。

ご相談、お見積りは無料ですの
で、ご希望に添えなかった場合
は遠慮なくお断りいただいて結
構です。

見積りに来てもらってから、
断っても大丈夫？

常にお立ち会いいただかなくて
も、お部屋でおくつろぎいただ
いたり、途中でお出かけいただ
いてもかまいません。

サービス中は、
ずっと立会いがいるの？

お見積り時にご依頼いただい
たサービス内容に変更がなけれ
ば、追加料金は発生しません。

サービス後に追加料金とか
発生しないかしら？

※当日の状況で追加サービスをご依頼された場合は、
　その場でご相談させていただきます。

「家事のプロにまかせたい」

徹底的に
キレイにしたい
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まわらない

片づけられない
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浴室
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サービス

おかたづけ
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※1）ダスキンホームページからお申し込みいただいたサービスの集計より（2014年4月～2015年3月）



オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

キッチン排水管クリーニング
オプション標準料金
1ヵ所 1,620円（税抜 1,500円）

小型電化製品表面クリーニング
オプション標準料金 2,160円（税抜 2,000円）

食器棚・冷蔵庫表面クリーニング
オプション標準料金
間口1mごと 2,160円（税抜 2,000円）

魚焼きグリル（皿・網）クリーニング
オプション標準料金
1ヵ所 2,160円（税抜 2,000円）

食器洗い乾燥機クリーニング
オプション標準料金
ビルトイン1台 3,240円（税抜 3,000円）
オプション標準料金
卓上1台 4,320円（税抜 4,000円）

オプションステンレスプレート
オプション標準料金
1ヶ 1,620円（税抜 1,500円）

オプション網かご
オプション標準料金
1ヶ 1,620円（税抜 1,500円）

オプションをプラスすると、
さらに効果的。
○クリーニング料金にプラスとなります。

NEW

NEW

レンジフードクリーニング

※1）ダスキンホームページからお申し込みいただいたサービスの集計より（2014年4月～2015年3月）「　　　　　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）35 36「　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

頑固な水アカを
ピカピカに！

●間口：加熱調理器、調理台、流し台の合計幅
○キッチン間口1m増えるごとに2,160円（税抜 2,000円）プラス

仕上げには必ず除菌処理。
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キッチンクリーニング

標準料金 17,280円（税抜 16,000円）

キッチンクリーニング

◎お掃除箇所

収納庫表面 床・幅木

スイッチプレート レンジフード表面

蛇口

加熱調理器
（魚焼きグリルは除く）

流し台上の照明
（天井照明は除く）

流し台前面
（壁・内窓） 調理台

流し台
（排水口・ゴミ受け含む）

五徳レンジフード表面

収納庫表面水アカやカルキ汚
れ、ヌメリを除去し
て磨く。

油煙やホコリで
ベトベトな表面を
キレイに。

カビや雑菌も専
用ブラシでしっか
り落とす。

扉の材質や汚れ
に合わせてていね
いに。

頑固な焦げつき
や油汚れもキレイ
に落とす。

シンク

蛇口

キッチン（間口3m未満）1ヵ所

キッチンは複合汚れ。さまざまな汚れにプロの技術。

焦げつき、ヌメリ、油汚れ。キッチンはいろんな汚れの集結場所です。キッチン特有の頑固な汚れを、
それぞれの汚れに適した方法で除去してピカピカに仕上げます。

主婦なのにキッチンのお掃除を頼むなんて、
と思いましたが、シンクまでピカピカで、びっくり。
またプロにお願いしたいです。

1浸け置き

洗浄

リンス（水洗い）

油汚れがすみずみまでこびりついています。

油で汚れたファン
を、専用の洗剤
に浸け置き。

2
すき間の汚れも
ブラシでていねい
に落とす。

3
汚れを洗い流す。
これで換気効率
がアップ。

本  体

1スクラビング

洗浄

リンス（拭き上げ）

フード内側の汚
れを、慎重に取り
除く。

2
専用の洗剤で、
コーナー部分まで
洗浄。

3
細かい部分まで、
ていねいに洗剤
を拭き取る。ベタベタ油汚れが

スッキリ！

自分へのご褒美として依頼しました。

作業が終わったらピカピカで、
お料理するのが楽しみになりました。

贅沢かなと思っていましたが、
お値段以上の価値がありました。

しつこい油汚れを逃さず、
徹底的に分解洗浄。

ここまでキレイになるなんて感動です。 レンジフードクリーニング
標準料金 18,360円（税抜 17,000円）

レンジフードまたはフード付き換気扇（幅95cm未満）１台
●幅15cm増えるごとに2,160円（税抜2,000円）プラス

※ダスキン「大掃除に関する意識実態調査」より

パーツ

「大掃除で最も汚れが落ちなくて困った場所」
５年連続第１位※のレンジフードを、プロの技術ですっきり。

レンジフードのフィルターやファンのすみずみまでこびりついた油汚れ。ご家庭ではむずかしいお掃除は、
プロにおまかせください。

ハウスクリーニング
年間人気ランキング
2位※1

◎頑固な汚れを落とす！
専用の洗剤で、ご家庭では落ちにくい油汚れを洗浄
します。

◎すみずみまで汚れを落とす！
各パーツを分解し、それぞれに合わせた方法で洗浄
します。

「レンジフードクリーニング」のメリット

◎頑固な汚れを落とす！
専用の洗剤で、ご家庭では落ちにくい油汚れを洗浄します。

◎汚れに応じた方法で落とす！
材質や汚れに応じて、より効果的な洗剤や道具を使います。

◎仕上げには除菌処理！
食品を扱う場所だから、しっかり除菌剤による処理を施します。

「キッチンクリーニング」のメリット

Before

After

ご家庭ではここまでできないプロの技Before

After

ご家庭ではここまでできないプロの技

CLEANING SERVICE
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キッチン排水管クリーニング
オプション標準料金
1ヵ所 1,620円（税抜 1,500円）

小型電化製品表面クリーニング
オプション標準料金 2,160円（税抜 2,000円）

食器棚・冷蔵庫表面クリーニング
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間口1mごと 2,160円（税抜 2,000円）

魚焼きグリル（皿・網）クリーニング
オプション標準料金
1ヵ所 2,160円（税抜 2,000円）

食器洗い乾燥機クリーニング
オプション標準料金
ビルトイン1台 3,240円（税抜 3,000円）
オプション標準料金
卓上1台 4,320円（税抜 4,000円）

オプションステンレスプレート
オプション標準料金
1ヶ 1,620円（税抜 1,500円）

オプション網かご
オプション標準料金
1ヶ 1,620円（税抜 1,500円）

オプションをプラスすると、
さらに効果的。
○クリーニング料金にプラスとなります。

NEW

NEW

レンジフードクリーニング

※1）ダスキンホームページからお申し込みいただいたサービスの集計より（2014年4月～2015年3月）「　　　　　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）35 36「　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

頑固な水アカを
ピカピカに！

●間口：加熱調理器、調理台、流し台の合計幅
○キッチン間口1m増えるごとに2,160円（税抜 2,000円）プラス

仕上げには必ず除菌処理。
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キッチンクリーニング

標準料金 17,280円（税抜 16,000円）

キッチンクリーニング

◎お掃除箇所

収納庫表面 床・幅木

スイッチプレート レンジフード表面

蛇口

加熱調理器
（魚焼きグリルは除く）

流し台上の照明
（天井照明は除く）

流し台前面
（壁・内窓） 調理台

流し台
（排水口・ゴミ受け含む）

五徳レンジフード表面

収納庫表面水アカやカルキ汚
れ、ヌメリを除去し
て磨く。

油煙やホコリで
ベトベトな表面を
キレイに。

カビや雑菌も専
用ブラシでしっか
り落とす。

扉の材質や汚れ
に合わせてていね
いに。

頑固な焦げつき
や油汚れもキレイ
に落とす。

シンク

蛇口

キッチン（間口3m未満）1ヵ所

キッチンは複合汚れ。さまざまな汚れにプロの技術。

焦げつき、ヌメリ、油汚れ。キッチンはいろんな汚れの集結場所です。キッチン特有の頑固な汚れを、
それぞれの汚れに適した方法で除去してピカピカに仕上げます。

主婦なのにキッチンのお掃除を頼むなんて、
と思いましたが、シンクまでピカピカで、びっくり。
またプロにお願いしたいです。

1浸け置き

洗浄

リンス（水洗い）

油汚れがすみずみまでこびりついています。

油で汚れたファン
を、専用の洗剤
に浸け置き。

2
すき間の汚れも
ブラシでていねい
に落とす。

3
汚れを洗い流す。
これで換気効率
がアップ。

本  体

1スクラビング

洗浄

リンス（拭き上げ）

フード内側の汚
れを、慎重に取り
除く。

2
専用の洗剤で、
コーナー部分まで
洗浄。

3
細かい部分まで、
ていねいに洗剤
を拭き取る。ベタベタ油汚れが

スッキリ！

自分へのご褒美として依頼しました。

作業が終わったらピカピカで、
お料理するのが楽しみになりました。

贅沢かなと思っていましたが、
お値段以上の価値がありました。

しつこい油汚れを逃さず、
徹底的に分解洗浄。

ここまでキレイになるなんて感動です。 レンジフードクリーニング
標準料金 18,360円（税抜 17,000円）

レンジフードまたはフード付き換気扇（幅95cm未満）１台
●幅15cm増えるごとに2,160円（税抜2,000円）プラス

※ダスキン「大掃除に関する意識実態調査」より

パーツ

「大掃除で最も汚れが落ちなくて困った場所」
５年連続第１位※のレンジフードを、プロの技術ですっきり。

レンジフードのフィルターやファンのすみずみまでこびりついた油汚れ。ご家庭ではむずかしいお掃除は、
プロにおまかせください。

ハウスクリーニング
年間人気ランキング
2位※1

◎頑固な汚れを落とす！
専用の洗剤で、ご家庭では落ちにくい油汚れを洗浄
します。

◎すみずみまで汚れを落とす！
各パーツを分解し、それぞれに合わせた方法で洗浄
します。

「レンジフードクリーニング」のメリット

◎頑固な汚れを落とす！
専用の洗剤で、ご家庭では落ちにくい油汚れを洗浄します。

◎汚れに応じた方法で落とす！
材質や汚れに応じて、より効果的な洗剤や道具を使います。

◎仕上げには除菌処理！
食品を扱う場所だから、しっかり除菌剤による処理を施します。

「キッチンクリーニング」のメリット

Before

After

ご家庭ではここまでできないプロの技Before

After

ご家庭ではここまでできないプロの技

CLEANING SERVICE



オプション標準料金
浴室クリーニングに
追加の場合

5,400円~（税抜 5,000円~）

オプションをプラスすると、
さらに効果的。
○クリーニング料金にプラスとなります。

※1）ダスキンホームページからお申し込みいただいたサービスの集計より（2014年4月～2015年3月）「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）37 38

CLEANING SERVICE

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

○洗面所クリーニングは、床面積1m2増えるごとに
　2,160円（税抜 2,000円）プラス　
○トイレクリーニングは、便器1基増えるごとに
　4,320円（税抜 4,000円）プラス

洗面所（床面積4m2未満）1ヵ所 + トイレ（床面積2m2未満）1室

しっかり除菌して、
汚れがつきにくい。

トイレクリーニング
＋最新シャワートイレのお取り替え。
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プ
ロ
の
お
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洗面所・トイレクリーニング

標準料金 17,280円（税抜 16,000円）

洗面所・トイレクリーニング

標準料金 56,160円~（税抜 52,000円~）

温水洗浄便座取替サービス

〈洗面所クリーニング〉

○クリーニング料金にプラスとなります。
○使用環境により、効果の持続期間は変動します。

オプション汚れ防止コート
洗面ボウル
オプション標準料金 2,160円/1台（税抜 2,000円）

便器内部
オプション標準料金 3,240円/1基（税抜 3,000円）

◯便器・タンクの大きさや形状、止水栓・給水管・コンセントの位
置などによっては、取り付けできない場合があります。

◯部材を取り付ける際、別途料金が必要となる場合があります。

全自動洗濯機の洗浄・除菌1台

標準料金 12,960円（税抜 12,000円）

縦型全自動洗濯機除菌クリーニング

ドラム式洗濯乾燥機の洗浄・除菌1台

標準料金 19,440円（税抜 18,000円）

ドラム式洗濯乾燥機除菌クリーニング

○作業上、乾燥機の取り外しが必要な場合は別途料金
2,268円（税抜 2,100円）を頂戴いたします。

○乾燥機能付（除湿タイプ）洗濯機の場合は上記料金にプラ
スして、別途料金2,160円（税抜 2,000円）を頂戴いたします。

○2槽式洗濯機は、クリーニングできません。

NEW

全自動洗濯機除菌クリーニング

専用の資器材で、繊維クズ、石けんカスなどを除去

ドラム・水槽すき間洗浄乾燥風路の清掃

積もった繊維クズを除去 洗浄水に浸けおいて除菌

除菌・洗浄本体の内部洗浄

1 2 3 4

いつの間にか積み重なった汚れ、プロの目は見逃しません。

家族が毎日使うところだから、汚れがたまりがち。ふだんは気づかないところや手の届きにくいところ、
細かなところまで、ていねいにクリーニングします。

洗濯槽の裏側のイヤなニオイ菌をしっかり除去。

洗濯槽は取り外さず、洗浄水にしっかりと浸け置きすることで、微細な汚れや雑菌もすっきりキレイに。

◎お掃除箇所

収納庫表面 洗面ボウル

蛇口 鏡

ドア オープン戸棚

窓（内側のみ） 床・幅木

洗面台の照明（天井照明を除く）

洗濯機・乾燥機表面

備品（石けん受けなど）

〈トイレクリーニング〉

天井 壁面

便器 ドア

照明器具 換気口のカバー

窓（内側のみ） 備品（トイレポットなど）

床・幅木

温水洗浄便座ノズル ペーパーホルダー

水洗タンクの表面と蛇口

天井のすす払いなど、自分では気づかなかった場所まで
きれいにしてもらえて感動しました。頼んでよかった。

頑固な湯アカがこびりついた床面。

すっきりキレイなお風呂で
気持ちよく！

○床面積1m2増えるごとに2,160円（税抜 2,000円）プラス
○使用環境により、効果の持続期間は変動します。

浴室クリーニング

◎お掃除箇所

天井・壁面・床面 小物
（シャンプーボトル・洗面器など）

窓（内側のみ） 照明器具

換気口表面

浴槽・浴槽のふた ドア

蛇口などの金属部分 排水口

鏡

○床面積1m2増えるごとに4,320円（税抜 4,000円）プラス

浴室（床面積4m2・高さ2.4ｍ未満）1室

材質に最適な薬剤と道具を使用。

標準料金 17,280円（税抜 16,000円）

浴室クリーニング

オプション浴室暖房乾燥機（換気扇）
内部クリーニング

オプション浴槽エプロン内部
クリーニング（1ヵ所）

オプション標準料金
浴室クリーニングに追加の場合 4,320円（税抜 4,000円）

オプションカビ防止コート
オプション標準料金
浴室1室

（床面積4m2・高さ2.4m未満）
4,320円（税抜 4,000円）

しつこいカビもすみずみまで除去。

排水口の中までしっかりキレイに。

溝やゴムパッキンのカビも落とす。

細かな部分の水アカまでていねいに。

壁面 ドア

小物排水口

※「浴槽エプロン内部クリーニング」と「浴室暖房乾燥機(換気扇)内
部クリーニング」は、サービスマスターにて承ります。単体でのサービ
スも承っております（料金は異なります）。

むずかしい天井やタイルの黒カビまで、キレイに取れると評判です。

湯アカ、石けんカス、皮脂汚れ、カビなど、ふだんのお掃除では手がまわらない、手に負えないところを、
プロが汚れの特性に合わせてクリーニングします。

天井、壁、ドアからカビが消え、小物や排水口までピカピカに。
主人もここまでキレイになるとは、と褒めていました。

天井やタイルのカビなど、見違えるほどキレイに
なって大満足。みなさんにもおすすめします。

ハウスクリーニング
年間人気ランキング
3位※1

十分に乾燥できなくなり、ニオイも気になったので依頼しました。
購入当初のようにふんわり乾燥し、いやなニオイもなくなりました。

◎すみずみの汚れまで落とす！
天井の黒カビから浴槽フタの汚れまで、浴室全体をピカピカに。

◎汚れに応じた方法で落とす！
浴槽や壁、床、天井など、材質と汚れに合わせて最適な薬剤と道具を使用。

「浴室クリーニング」のメリット

◎洗浄・除菌のW効果！
専用の薬剤・資器材で洗浄。イヤなニオイのもととなるカビや細菌まで除去します。

◎短い作業時間！
縦型全自動洗濯機で約１時間、ドラム式洗濯機で約２時間が目安です。

「全自動洗濯機除菌クリーニング」のメリット

◎すみずみまで汚れを落とす！
洗面ボウルや蛇口、鏡のくすみ、便
器の縁の裏側までキレイに磨きます。

◎頑固な汚れを落とす！
落ちにくい石けんカスなどを洗浄。便
器は汚れを落として除菌処理で仕
上げます。

「洗面所・トイレクリーニング」のメリット

Before

After

ご家庭ではここまでできないプロの技

効果は約6ヵ月
（ダスキン調べ）

効果は約3ヵ月
（ダスキン調べ）



オプション標準料金
浴室クリーニングに
追加の場合

5,400円~（税抜 5,000円~）

オプションをプラスすると、
さらに効果的。
○クリーニング料金にプラスとなります。

※1）ダスキンホームページからお申し込みいただいたサービスの集計より（2014年4月～2015年3月）「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）37 38

CLEANING SERVICE

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

○洗面所クリーニングは、床面積1m2増えるごとに
　2,160円（税抜 2,000円）プラス　
○トイレクリーニングは、便器1基増えるごとに
　4,320円（税抜 4,000円）プラス

洗面所（床面積4m2未満）1ヵ所 + トイレ（床面積2m2未満）1室

しっかり除菌して、
汚れがつきにくい。

トイレクリーニング
＋最新シャワートイレのお取り替え。
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洗面所・トイレクリーニング

標準料金 17,280円（税抜 16,000円）

洗面所・トイレクリーニング

標準料金 56,160円~（税抜 52,000円~）

温水洗浄便座取替サービス

〈洗面所クリーニング〉

○クリーニング料金にプラスとなります。
○使用環境により、効果の持続期間は変動します。

オプション汚れ防止コート
洗面ボウル
オプション標準料金 2,160円/1台（税抜 2,000円）

便器内部
オプション標準料金 3,240円/1基（税抜 3,000円）

◯便器・タンクの大きさや形状、止水栓・給水管・コンセントの位
置などによっては、取り付けできない場合があります。

◯部材を取り付ける際、別途料金が必要となる場合があります。

全自動洗濯機の洗浄・除菌1台

標準料金 12,960円（税抜 12,000円）

縦型全自動洗濯機除菌クリーニング

ドラム式洗濯乾燥機の洗浄・除菌1台

標準料金 19,440円（税抜 18,000円）

ドラム式洗濯乾燥機除菌クリーニング

○作業上、乾燥機の取り外しが必要な場合は別途料金
2,268円（税抜 2,100円）を頂戴いたします。

○乾燥機能付（除湿タイプ）洗濯機の場合は上記料金にプラ
スして、別途料金2,160円（税抜 2,000円）を頂戴いたします。

○2槽式洗濯機は、クリーニングできません。

NEW

全自動洗濯機除菌クリーニング

専用の資器材で、繊維クズ、石けんカスなどを除去

ドラム・水槽すき間洗浄乾燥風路の清掃

積もった繊維クズを除去 洗浄水に浸けおいて除菌

除菌・洗浄本体の内部洗浄

1 2 3 4

いつの間にか積み重なった汚れ、プロの目は見逃しません。

家族が毎日使うところだから、汚れがたまりがち。ふだんは気づかないところや手の届きにくいところ、
細かなところまで、ていねいにクリーニングします。

洗濯槽の裏側のイヤなニオイ菌をしっかり除去。

洗濯槽は取り外さず、洗浄水にしっかりと浸け置きすることで、微細な汚れや雑菌もすっきりキレイに。

◎お掃除箇所

収納庫表面 洗面ボウル

蛇口 鏡

ドア オープン戸棚

窓（内側のみ） 床・幅木

洗面台の照明（天井照明を除く）

洗濯機・乾燥機表面

備品（石けん受けなど）

〈トイレクリーニング〉

天井 壁面

便器 ドア

照明器具 換気口のカバー

窓（内側のみ） 備品（トイレポットなど）

床・幅木

温水洗浄便座ノズル ペーパーホルダー

水洗タンクの表面と蛇口

天井のすす払いなど、自分では気づかなかった場所まで
きれいにしてもらえて感動しました。頼んでよかった。

頑固な湯アカがこびりついた床面。

すっきりキレイなお風呂で
気持ちよく！

○床面積1m2増えるごとに2,160円（税抜 2,000円）プラス
○使用環境により、効果の持続期間は変動します。

浴室クリーニング

◎お掃除箇所

天井・壁面・床面 小物
（シャンプーボトル・洗面器など）

窓（内側のみ） 照明器具

換気口表面

浴槽・浴槽のふた ドア

蛇口などの金属部分 排水口

鏡

○床面積1m2増えるごとに4,320円（税抜 4,000円）プラス

浴室（床面積4m2・高さ2.4ｍ未満）1室

材質に最適な薬剤と道具を使用。

標準料金 17,280円（税抜 16,000円）

浴室クリーニング

オプション浴室暖房乾燥機（換気扇）
内部クリーニング

オプション浴槽エプロン内部
クリーニング（1ヵ所）

オプション標準料金
浴室クリーニングに追加の場合 4,320円（税抜 4,000円）

オプションカビ防止コート
オプション標準料金
浴室1室

（床面積4m2・高さ2.4m未満）
4,320円（税抜 4,000円）

しつこいカビもすみずみまで除去。

排水口の中までしっかりキレイに。

溝やゴムパッキンのカビも落とす。

細かな部分の水アカまでていねいに。

壁面 ドア

小物排水口

※「浴槽エプロン内部クリーニング」と「浴室暖房乾燥機(換気扇)内
部クリーニング」は、サービスマスターにて承ります。単体でのサービ
スも承っております（料金は異なります）。

むずかしい天井やタイルの黒カビまで、キレイに取れると評判です。

湯アカ、石けんカス、皮脂汚れ、カビなど、ふだんのお掃除では手がまわらない、手に負えないところを、
プロが汚れの特性に合わせてクリーニングします。

天井、壁、ドアからカビが消え、小物や排水口までピカピカに。
主人もここまでキレイになるとは、と褒めていました。

天井やタイルのカビなど、見違えるほどキレイに
なって大満足。みなさんにもおすすめします。

ハウスクリーニング
年間人気ランキング
3位※1

十分に乾燥できなくなり、ニオイも気になったので依頼しました。
購入当初のようにふんわり乾燥し、いやなニオイもなくなりました。

◎すみずみの汚れまで落とす！
天井の黒カビから浴槽フタの汚れまで、浴室全体をピカピカに。

◎汚れに応じた方法で落とす！
浴槽や壁、床、天井など、材質と汚れに合わせて最適な薬剤と道具を使用。

「浴室クリーニング」のメリット

◎洗浄・除菌のW効果！
専用の薬剤・資器材で洗浄。イヤなニオイのもととなるカビや細菌まで除去します。

◎短い作業時間！
縦型全自動洗濯機で約１時間、ドラム式洗濯機で約２時間が目安です。

「全自動洗濯機除菌クリーニング」のメリット

◎すみずみまで汚れを落とす！
洗面ボウルや蛇口、鏡のくすみ、便
器の縁の裏側までキレイに磨きます。

◎頑固な汚れを落とす！
落ちにくい石けんカスなどを洗浄。便
器は汚れを落として除菌処理で仕
上げます。

「洗面所・トイレクリーニング」のメリット

Before

After

ご家庭ではここまでできないプロの技

効果は約6ヵ月
（ダスキン調べ）

効果は約3ヵ月
（ダスキン調べ）



CLEANING SERVICE

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）39 40「　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

プ
ロ
の
お
そ
う
じ
サ
ー
ビ
ス

プ
ロ
の
お
そ
う
じ
サ
ー
ビ
ス

フロアクリーニング カーペットクリーニング ファニチャークリーニング

※2）サービス承り最低料金：1回あたり10,800円（税込）以上で承ります。
　　 この料金は加盟店によって異なる場合があります。

東京・神奈川Sエリア

Aエリア

Bエリア

どんな床材も
プロの技術で安心。

標準料金
S・Aエリア 9,238円~（税抜 8,554円~）

標準料金
Bエリア 7,918円~（税抜 7,332円~）

フロアクリーニング

○地域によって料金が異なります。エリア区分は別
表をご確認ください。（P40 ※1）

○サービス実施には、1回あたりのサービス承り最
低料金がございます。（P40 ※2）

○地域によって料金が異なります。エリア区分は別
表をご確認ください。（P40 ※1）

○サービス実施には、1回あたりのサービス承り最
低料金がございます。（P40 ※2）

フローリング・クッションフロア6帖～

汚れはもちろん、
薬剤も残さず回収。

標準料金
S・Aエリア 9,639円~（税抜 8,925円~）

標準料金
Bエリア 8,262円~（税抜 7,650円~）

カーペットクリーニング
ウール・化繊6帖～

標準料金
S・Aエリア 2,993円~（税抜 2,772円~）

標準料金
Bエリア 2,566円~（税抜 2,376円~）

だんつう1帖あたり

◯汚れによっては完全に取れない場合があります。
◯汚れ防止加工（オプション）も承ります。
○地域によって料金が異なります。エリア区分は別

表をご確認ください。（右記 ※1）
○サービス実施には、1回あたりのサービス承り最

低料金がございます。（右記 ※2）

素材本来の色味が戻る。

標準料金
S・Aエリア 4,158円~（税抜 3,850円~）

標準料金
Bエリア 3,564円~（税抜 3,300円~）

ファニチャークリーニング
布 1人掛け

標準料金
S・Aエリア 3,024円~（税抜 2,800円~）

標準料金
Bエリア 2,592円~（税抜 2,400円~）

ビニールレザー 1人掛け

※1）地域区分：地域によって料金が異なります。下表よりエリアをご確認ください。

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形
福島・新潟・山梨・長野・富山・石川
福井・鳥取・島根・岡山・広島・山口
徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀
長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・岐阜
静岡・愛知・三重・滋賀・奈良・京都
大阪・兵庫・和歌山　　　　　　　　

思った以上の仕上がりで、
お手入れ方法のアドバイスも。

窓用フィルム施工サービス　

遮熱・UVカットタイプ（Nano80S）1m2あたり

遮熱・UVカットに
ガラス飛散防止効果も。

標準料金 19,440円（税抜 18,000円）

飛散防止タイプ（SH2CLAR）1m2あたり

標準料金 11,880円（税抜 11,000円）

防犯タイプ（ULTRA2200-A）1m2あたり

標準料金 29,700円（税抜 27,500円）

プライバシー保護タイプ（SH2MAML）1m2あたり

標準料金 10,800円（税抜 10,000円）

窓用フィルム施工サービス

○施工は延べ2m2以上から承ります。
○窓ガラスの汚れの状態により清掃作業を行う場合は別途

料金が必要となりますのでご相談させていただきます。
○窓ガラスの素材・状態によりお受けできない場合があります。

紫外線
99％以上※
カット

赤外線
90％以上※
カット

※スリーエムジャパン株式会社にて測定。赤外線カット率90％以上は
「遮熱・UVカットタイプ（Nano80S）」が対象です。

遮熱、UVカット、飛散防止など、窓ガラスにフィルムを貼るだけで解決。

直射日光で家具や床が色あせている。エアコンをかけてもお部屋が冷えない。
そんなお困りごとを窓用フィルム施工サービスが解決します。

西日が当たる窓に施工しました。光が柔らかくなり、
家具の日焼けも抑えられているようです。

ガラス・サッシ・網 戸クリーニング

独自技術と専用クリーナーでプロの仕事。 古くなった網戸をプロが
張り替えます。

ガラス・サッシ0.5～1m2未満

標準料金
S・Aエリア 1,814円~（税抜 1,680円~）

標準料金
Bエリア 1,555円~（税抜 1,440円~）

ガラス・サッシクリーニング
網戸0.5～1m2未満

標準料金
S・Aエリア 907円~（税抜 840円~）

標準料金
Bエリア 777円~（税抜 720円~）

網戸0.5～1m2未満 ベーシックタイプ

網戸クリーニング

標準料金 3,240円（税抜 3,000円）

網戸張替サービス

◯ロール網戸やアコーディオン網戸、アルミ枠以外の木枠
や特殊素材の網戸、また幅900mmを超える網戸の張り替
えは対応しておりません。

◯フレームが歪んでいる場合など、張り替えができない場合
があります。

○サービス実施には、1回あたりのサービス承り最低料金が
ございます。（P40 ※2）

◯地域によって料金が異なります。エリア区分は別表をご確認ください。（P40 ※1）
◯サービス実施には、1回あたりのサービス承り最低料金がございます。（P40 ※2）

NEW

サッシガラス 網戸

ご家庭にも、拭きムラのないお店やビルの窓の美しさを。

雨や砂ボコリで汚れがつきやすく、しかも目立ちやすい窓まわり。
プロならではの独自技術で磨き上げ、拭きムラやくもりのない窓に仕上げます。

二階の窓の外からの作業は自分では絶対に無理。
キレイに仕上げてもらって、いつも助かっています。

◎プロの技術で磨き上げる！
落ちにくいガラスの汚れを洗浄。大きな窓ガラスも拭き
ムラを残さずピカピカに。

◎ガラス本来の透明感を！
素材本来の透明性とツヤを取り戻し、お部屋全体が明
るくなります。

◎さまざまなガラスに対応！
透明ガラスだけでなく、すりガラス、型板ガラスなどにも
対応します。

「ガラス・サッシ・網戸クリーニング」
 のメリット

◎目的によって選べる４つのタイプ！
遮熱・UVカットタイプ／飛散防止タイプ／防犯タイプ／プライバシー保護タイプ

◎安心のアフターサービス！
施工1ヵ月後に仕上がりを確認。問題がなければ、ガラスクリーニングを行います。

◎作業は短時間！
掃き出し窓２枚の場合、施工は２時間が目安です。

「窓用フィルム施工サービス」のメリット
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フロアクリーニング カーペットクリーニング ファニチャークリーニング

※2）サービス承り最低料金：1回あたり10,800円（税込）以上で承ります。
　　 この料金は加盟店によって異なる場合があります。

東京・神奈川Sエリア

Aエリア

Bエリア

どんな床材も
プロの技術で安心。

標準料金
S・Aエリア 9,238円~（税抜 8,554円~）

標準料金
Bエリア 7,918円~（税抜 7,332円~）

フロアクリーニング

○地域によって料金が異なります。エリア区分は別
表をご確認ください。（P40 ※1）

○サービス実施には、1回あたりのサービス承り最
低料金がございます。（P40 ※2）

○地域によって料金が異なります。エリア区分は別
表をご確認ください。（P40 ※1）

○サービス実施には、1回あたりのサービス承り最
低料金がございます。（P40 ※2）

フローリング・クッションフロア6帖～

汚れはもちろん、
薬剤も残さず回収。

標準料金
S・Aエリア 9,639円~（税抜 8,925円~）

標準料金
Bエリア 8,262円~（税抜 7,650円~）

カーペットクリーニング
ウール・化繊6帖～

標準料金
S・Aエリア 2,993円~（税抜 2,772円~）

標準料金
Bエリア 2,566円~（税抜 2,376円~）

だんつう1帖あたり

◯汚れによっては完全に取れない場合があります。
◯汚れ防止加工（オプション）も承ります。
○地域によって料金が異なります。エリア区分は別

表をご確認ください。（右記 ※1）
○サービス実施には、1回あたりのサービス承り最

低料金がございます。（右記 ※2）

素材本来の色味が戻る。

標準料金
S・Aエリア 4,158円~（税抜 3,850円~）

標準料金
Bエリア 3,564円~（税抜 3,300円~）

ファニチャークリーニング
布 1人掛け

標準料金
S・Aエリア 3,024円~（税抜 2,800円~）

標準料金
Bエリア 2,592円~（税抜 2,400円~）

ビニールレザー 1人掛け

※1）地域区分：地域によって料金が異なります。下表よりエリアをご確認ください。

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形
福島・新潟・山梨・長野・富山・石川
福井・鳥取・島根・岡山・広島・山口
徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀
長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・岐阜
静岡・愛知・三重・滋賀・奈良・京都
大阪・兵庫・和歌山　　　　　　　　

思った以上の仕上がりで、
お手入れ方法のアドバイスも。

窓用フィルム施工サービス　

遮熱・UVカットタイプ（Nano80S）1m2あたり

遮熱・UVカットに
ガラス飛散防止効果も。

標準料金 19,440円（税抜 18,000円）

飛散防止タイプ（SH2CLAR）1m2あたり

標準料金 11,880円（税抜 11,000円）

防犯タイプ（ULTRA2200-A）1m2あたり

標準料金 29,700円（税抜 27,500円）

プライバシー保護タイプ（SH2MAML）1m2あたり

標準料金 10,800円（税抜 10,000円）

窓用フィルム施工サービス

○施工は延べ2m2以上から承ります。
○窓ガラスの汚れの状態により清掃作業を行う場合は別途

料金が必要となりますのでご相談させていただきます。
○窓ガラスの素材・状態によりお受けできない場合があります。

紫外線
99％以上※
カット

赤外線
90％以上※
カット

※スリーエムジャパン株式会社にて測定。赤外線カット率90％以上は
「遮熱・UVカットタイプ（Nano80S）」が対象です。

遮熱、UVカット、飛散防止など、窓ガラスにフィルムを貼るだけで解決。

直射日光で家具や床が色あせている。エアコンをかけてもお部屋が冷えない。
そんなお困りごとを窓用フィルム施工サービスが解決します。

西日が当たる窓に施工しました。光が柔らかくなり、
家具の日焼けも抑えられているようです。

ガラス・サッシ・網戸クリーニング

独自技術と専用クリーナーでプロの仕事。 古くなった網戸をプロが
張り替えます。

ガラス・サッシ0.5～1m2未満

標準料金
S・Aエリア 1,814円~（税抜 1,680円~）

標準料金
Bエリア 1,555円~（税抜 1,440円~）

ガラス・サッシクリーニング
網戸0.5～1m2未満

標準料金
S・Aエリア 907円~（税抜 840円~）

標準料金
Bエリア 777円~（税抜 720円~）

網戸0.5～1m2未満 ベーシックタイプ

網戸クリーニング

標準料金 3,240円（税抜 3,000円）

網戸張替サービス

◯ロール網戸やアコーディオン網戸、アルミ枠以外の木枠
や特殊素材の網戸、また幅900mmを超える網戸の張り替
えは対応しておりません。

◯フレームが歪んでいる場合など、張り替えができない場合
があります。

○サービス実施には、1回あたりのサービス承り最低料金が
ございます。（P40 ※2）

◯地域によって料金が異なります。エリア区分は別表をご確認ください。（P40 ※1）
◯サービス実施には、1回あたりのサービス承り最低料金がございます。（P40 ※2）

NEW

サッシガラス 網戸

ご家庭にも、拭きムラのないお店やビルの窓の美しさを。

雨や砂ボコリで汚れがつきやすく、しかも目立ちやすい窓まわり。
プロならではの独自技術で磨き上げ、拭きムラやくもりのない窓に仕上げます。

二階の窓の外からの作業は自分では絶対に無理。
キレイに仕上げてもらって、いつも助かっています。

◎プロの技術で磨き上げる！
落ちにくいガラスの汚れを洗浄。大きな窓ガラスも拭き
ムラを残さずピカピカに。

◎ガラス本来の透明感を！
素材本来の透明性とツヤを取り戻し、お部屋全体が明
るくなります。

◎さまざまなガラスに対応！
透明ガラスだけでなく、すりガラス、型板ガラスなどにも
対応します。

「ガラス・サッシ・網戸クリーニング」
 のメリット

◎目的によって選べる４つのタイプ！
遮熱・UVカットタイプ／飛散防止タイプ／防犯タイプ／プライバシー保護タイプ

◎安心のアフターサービス！
施工1ヵ月後に仕上がりを確認。問題がなければ、ガラスクリーニングを行います。

◎作業は短時間！
掃き出し窓２枚の場合、施工は２時間が目安です。

「窓用フィルム施工サービス」のメリット
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洗濯

衣替え

靴磨き

アイロンがけ

ベッドメイキング

裁縫

庭掃除

玄関まわりの掃除

掃除機かけ

食後の片づけ

食器洗い

お風呂掃除

ゴミの分別

など

宅配便、郵便物の受け取り（お客様のご指示のもと）

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

家
事
の
代
行

HOUSEKEEPING
SERVICE

お掃除や家事のあれこれ、定期的にお手伝い。
メリーメイドの3つのサービス。
あなたのお困りごとに合わせてプランをご用意。
定期的や必要な時のみなど、訪問サイクルもお選びいただけます。

東京・神奈川

Sエリア Aエリア Bエリア
※1）地域区分：地域によって料金が異なります。下表よりエリアをご確認ください。

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・新潟・山梨・長野・富山・石川・福井・鳥取・島根
岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・岐阜・静岡・愛知
三重・滋賀・奈良・京都・大阪・兵庫・和歌山

お掃除が面倒なキッチン、浴室、洗面所、トイレを集中的に。

気になる水まわりお掃除サービス

家中どこでも（水まわりも含む）、ご希望の場所をお掃除。

ご希望のお部屋お掃除サービス

お掃除に
熟練した

スタッフがチームで
お伺いします。

サービスに必要な
洗剤や掃除道具は
専用のものを
持参します。

お客様宅の道具類
（掃除機、アイロン、洗剤など）
を使用し、お客様の方法で
家事を代行します。

○対象範囲 キッチン：間口3m未満、浴室：床面積4m2・高さ2.4m未
満、洗面所：床面積4m2未満、トイレ：床面積2m2未満

定額料金で、その都度ご希望の3ヵ所をお掃除。

選べるお掃除定額サービス

フルオーダーメイドで最上級のサービスをご提供。

グランサービス

◯対象範囲 水まわり箇所は左記と同じ。居室は10帖未満まで。
◯物が著しく多い、1室が特別に広い、特別なご要望のある場合はお

見積りのうえ、標準料金を上回ることがありますので、ご了承ください。

「お掃除おまかせサービス」
お掃除
中心

お部屋ごとに専門の道具を使って２名でお掃除します。

いろいろな家事を組み合わせてご利用いただけます。

家事おてつだいサービス

◯基本サービスはスタッフ１名２時間、男性のみで在宅の場合は
　スタッフ２名１時間でサービスをいたします。
○延長は1時間単位でお受けします。
○料理、介護・介助、ベビーシッターなど、お受けできないサービスがあります。
○サービスに必要な道具は、お客様宅のものを使用させていただきます。

「家事おてつだいサービス」にさらに便利さと安心をプラス。

安心家事パック

「家事おてつだいサービス」
家事
全般

日常のさまざまな家事を時間単位１名でお手伝いします。

お部屋のお片づけから収納のアドバイスまで。

おかたづけサービス

○基本サービスは2名2時間から。追加は1時間単位でお受けします。○お部屋や場所単位でサービスをお受けします。○サービスに必要な道具は
お客様宅のものを使用させていただきます。○リフォーム、重い家具の移動、お部屋全体のレイアウト変更、不用品の引き取り処分はお受けしてい
ません。○料金に関しましては、事前にサービス内容をお打ち合わせのうえ、スタッフ人数と時間でお見積りいたします。

「おかたづけサービス」
お片づけ
専門

お困りの場所の整理整頓・収納をお手伝いします。

家 事 の 代 行
時間ほど貴重なものはありません。毎日、家事に
追われるあなたに、自由な時間をお届けします。

Sエリア

標準料金表（1回2時間／スタッフ1名） 

必要な時だけ

10,800円（税抜 10,000円）

Aエリア

8,640円（税抜 8,000円）

Bエリア

7,560円（税抜 7,000円）

定期サービス

8,640円（税抜 8,000円） 6,480円（税抜 6,000円） 5,400円（税抜 5,000円）

●定期サービスでは1週間に1～5回、2週間に1回などご希望のサイクルでお伺いします。
○地域によって料金が異なります。エリア区分は別表をご確認ください。（P41 ※1）
○サービス条件はP41をご参照ください。

家事おてつだいサービス

家 事 お て つ だ い サ ービス

１回２時間、ご希望の家事を組み合わせてお手伝い。

家事と育児の両立でお忙しい方、自分の時間をつくって新しいことを始めたい方にぴったりのサービスです。

◎時間内にいろんなご要望にお応え！

2時間の活用例

10：00～12：00　2時間の場合

洗濯物干し

お風呂掃除

拭き掃除

掃除機かけ

10：00

11：00

11：30

10：20

サービス内容

このサービスを利用してからは
休みにゆっくり過ごせて
本当に助かっています。

仕事をしてる間にお手伝いを
お願いしています。
帰宅したら、お部屋や洗濯物が
キレイになっていて嬉しい限りです。

家事代行サービス
年間人気ランキング
1位※2

◎家事は組み合わせ自由！
１回2時間、ご希望の家事を自由に組み合わせてご利用いた
だけます。

「家事おてつだいサービス」のメリット



※2）ダスキンホームページからお申し込みいただいたサービスの集計より（2014年4月～2015年3月）41 42

洗濯

衣替え

靴磨き

アイロンがけ

ベッドメイキング

裁縫

庭掃除

玄関まわりの掃除

掃除機かけ

食後の片づけ

食器洗い

お風呂掃除

ゴミの分別

など

宅配便、郵便物の受け取り（お客様のご指示のもと）

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

家
事
の
代
行

HOUSEKEEPING
SERVICE

お掃除や家事のあれこれ、定期的にお手伝い。
メリーメイドの3つのサービス。
あなたのお困りごとに合わせてプランをご用意。
定期的や必要な時のみなど、訪問サイクルもお選びいただけます。

東京・神奈川

Sエリア Aエリア Bエリア
※1）地域区分：地域によって料金が異なります。下表よりエリアをご確認ください。

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・新潟・山梨・長野・富山・石川・福井・鳥取・島根
岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・岐阜・静岡・愛知
三重・滋賀・奈良・京都・大阪・兵庫・和歌山

お掃除が面倒なキッチン、浴室、洗面所、トイレを集中的に。

気になる水まわりお掃除サービス

家中どこでも（水まわりも含む）、ご希望の場所をお掃除。

ご希望のお部屋お掃除サービス

お掃除に
熟練した

スタッフがチームで
お伺いします。

サービスに必要な
洗剤や掃除道具は
専用のものを
持参します。

お客様宅の道具類
（掃除機、アイロン、洗剤など）
を使用し、お客様の方法で
家事を代行します。

○対象範囲 キッチン：間口3m未満、浴室：床面積4m2・高さ2.4m未
満、洗面所：床面積4m2未満、トイレ：床面積2m2未満

定額料金で、その都度ご希望の3ヵ所をお掃除。

選べるお掃除定額サービス

フルオーダーメイドで最上級のサービスをご提供。

グランサービス

◯対象範囲 水まわり箇所は左記と同じ。居室は10帖未満まで。
◯物が著しく多い、1室が特別に広い、特別なご要望のある場合はお

見積りのうえ、標準料金を上回ることがありますので、ご了承ください。

「お掃除おまかせサービス」
お掃除
中心

お部屋ごとに専門の道具を使って２名でお掃除します。

いろいろな家事を組み合わせてご利用いただけます。

家事おてつだいサービス

◯基本サービスはスタッフ１名２時間、男性のみで在宅の場合は
　スタッフ２名１時間でサービスをいたします。
○延長は1時間単位でお受けします。
○料理、介護・介助、ベビーシッターなど、お受けできないサービスがあります。
○サービスに必要な道具は、お客様宅のものを使用させていただきます。

「家事おてつだいサービス」にさらに便利さと安心をプラス。

安心家事パック

「家事おてつだいサービス」
家事
全般

日常のさまざまな家事を時間単位１名でお手伝いします。

お部屋のお片づけから収納のアドバイスまで。

おかたづけサービス

○基本サービスは2名2時間から。追加は1時間単位でお受けします。○お部屋や場所単位でサービスをお受けします。○サービスに必要な道具は
お客様宅のものを使用させていただきます。○リフォーム、重い家具の移動、お部屋全体のレイアウト変更、不用品の引き取り処分はお受けしてい
ません。○料金に関しましては、事前にサービス内容をお打ち合わせのうえ、スタッフ人数と時間でお見積りいたします。

「おかたづけサービス」
お片づけ
専門

お困りの場所の整理整頓・収納をお手伝いします。

家 事 の 代 行
時間ほど貴重なものはありません。毎日、家事に
追われるあなたに、自由な時間をお届けします。

Sエリア

標準料金表（1回2時間／スタッフ1名） 

必要な時だけ

10,800円（税抜 10,000円）

Aエリア

8,640円（税抜 8,000円）

Bエリア

7,560円（税抜 7,000円）

定期サービス

8,640円（税抜 8,000円） 6,480円（税抜 6,000円） 5,400円（税抜 5,000円）

●定期サービスでは1週間に1～5回、2週間に1回などご希望のサイクルでお伺いします。
○地域によって料金が異なります。エリア区分は別表をご確認ください。（P41 ※1）
○サービス条件はP41をご参照ください。

家事おてつだいサービス

家 事 お て つ だ い サ ービス

１回２時間、ご希望の家事を組み合わせてお手伝い。

家事と育児の両立でお忙しい方、自分の時間をつくって新しいことを始めたい方にぴったりのサービスです。

◎時間内にいろんなご要望にお応え！

2時間の活用例

10：00～12：00　2時間の場合

洗濯物干し

お風呂掃除

拭き掃除

掃除機かけ

10：00

11：00

11：30

10：20

サービス内容

このサービスを利用してからは
休みにゆっくり過ごせて
本当に助かっています。

仕事をしてる間にお手伝いを
お願いしています。
帰宅したら、お部屋や洗濯物が
キレイになっていて嬉しい限りです。

家事代行サービス
年間人気ランキング
1位※2

◎家事は組み合わせ自由！
１回2時間、ご希望の家事を自由に組み合わせてご利用いた
だけます。

「家事おてつだいサービス」のメリット



お掃除おまかせサービス

「　　　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）43 44「　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）
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事
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代
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家
事
の
代
行

Sエリア

気になる水まわりお掃除サービス
標準料金表

必要な時だけ

［定期］4週間に1回

［定期］2ヵ月に1回

34,560円（税抜 32,000円）

69,984円（税抜 64,800円）

18,360円
（税抜 17,000円）

20,520円
（税抜 19,000円）

Aエリア

16,200円
（税抜 15,000円）

18,360円
（税抜 17,000円）

Bエリア

12,960円
（税抜 12,000円）

14,040円
（税抜 13,000円）

20,520円
（税抜 19,000円）

18,360円
（税抜 17,000円）

14,040円
（税抜 13,000円）

Sエリア
［定期］4週間に1回

［定期］2ヵ月に1回

18,360円
（税抜 17,000円）

Aエリア

16,200円
（税抜 15,000円）

Bエリア

12,960円
（税抜 12,000円）

Sエリア
［定期］4週間に1回

［定期］2ヵ月に1回

24,840円
（税抜 23,000円）

27,000円
（税抜 25,000円）

Aエリア

21,600円
（税抜 20,000円）

24,840円
（税抜 23,000円）

Bエリア

17,280円
（税抜 16,000円）

19,440円
（税抜 18,000円）

必要な時だけ

34,560円（税抜 32,000円）

必要な時だけ

51,840円（税抜 48,000円）

キッチン／浴室／洗面所／トイレキッチン or 浴室／洗面所／トイレ キッチン／浴室

定期サービスは初回に別途料金をいただきます。 ○地域によって料金が異なります。エリア区分は別表をご確認ください。（P41 ※1）
○サービス条件はP41をご参照ください。  ※2）ダスキンホームページからお申し込みいただいたサービスの集計より（2014年4月～2015年3月）

Sエリア
標準料金表

［定期］4週間に1回

［定期］2ヵ月に1回
24,840円（税抜 23,000円）

25,920円（税抜 24,000円）

Aエリア

21,600円（税抜 20,000円）

23,760円（税抜 22,000円）

Bエリア

17,280円（税抜 16,000円）

21,600円（税抜 20,000円）
［定期］3ヵ月に1回

28,080円（税抜 26,000円）25,920円（税抜 24,000円） 23,760円（税抜 22,000円）

○地域によって料金が異なります。エリア区分は別表をご確認ください。（P41 ※1）

Sエリア
標準料金表（3LDKの場合）

標準料金表

必要な時だけ

［定期］2週間に1回

27,000円~（税抜 25,000円~）

Aエリア

24,840円~（税抜 23,000円~）

Bエリア

19,440円~（税抜 18,000円~）
［定期］4週間に1回

35,640円~（税抜 33,000円~） 32,400円~（税抜 30,000円~） 24,840円~（税抜 23,000円~）

定期サービスは初回に別途料金をいただきます。 ○地域によって料金が異なります。エリア区分は別表をご確認ください。（P41 ※1）

選べるお掃除定額サービス

ご希望のお部屋お掃除サービス

Sエリア
3名2時間～（もしくは2名3時間～）

42,120円~
（税抜 39,000円~）

Aエリア

38,880円~
（税抜 36,000円~）

Bエリア

32,400円~
（税抜 30,000円~）

定期サービスは初回に別途料金をいただきます。
●2週間に1回以上の定期サイクルよりお受けいたします。
●1週間に1～5回のサイクルもお受けいたします。
○地域によって料金が異なります。
　エリア区分は別表をご確認ください。（P41 ※1）

グランサービス

各種お掃除サービスにプラス。

宅配便で集荷・お届け。クローゼット代わりにも。

このキットでお届け

オプションオプショナルサービス

家族や住環境にやさしいお掃除をご希望の方へ。
オプションエコお掃除

●冷蔵庫　●食器棚　●下駄箱
●ベランダ　●窓ガラス・網戸

１

２

３

別途
料金

●キッチン ●浴室

●洗面所 ●トイレ

●リビング ●洋室 ●和室
●ダイニング ●玄関＋廊下

めりーさんの
執事

くらしの安心サポート

無償付帯サービス
「グランサービス」を

ご契約いただいたお客様に、
無償付帯させていただきます。
詳しくは、P45をご覧ください。

水まわりだけを集中的にお掃除。
キッチン、浴室、洗面所、トイレ。４つの水まわりの中から、汚れの気になる場所を組み合わせて、定期的にお掃除します。

ご希望の場所をご希望のサイクルでお掃除。
ご希望のサイクルで、ご希望の場所を定期的にお掃除。必要な時だけ、家中まとめてお掃除するサービスもあります。

フルオーダーメイドで家事を代行。
特別な研修を受けた専任のグランメイトが、ご要望に合わせた最上級のサービスをご提供します。

毎回、お掃除する場所を選べます。
定期的に、お掃除場所を毎回３ヵ所選べて料金は定額。その都度、気になるところをご指定ください。

子どもとふれあう貴重な時間を増やしています。

質の高いサービス、行き届いたマナーに、とても満足しています。

家事代行サービス
年間人気ランキング
2位※2

Sエリア

標準料金表（1回：2名 2時間～）

必要な時だけ

21,600円~
（税抜 20,000円~）

Aエリア

17,280円~
（税抜 16,000円~）

Bエリア

15,120円~
（税抜 14,000円~）

○地域によって料金が異なります。
　エリア区分は別表をご確認ください。（P41 ※1）
○サービス条件はP41をご参照ください。

おかたづけサービス

使いやすさを考えて
整理収納をお手伝い。

お か た づ け サ ービス

6点まで

標準料金表

7,344円
（税抜 6,800円）

１点あたり1,224円

10点まで

11,880円
（税抜 11,000円）
１点あたり1,188円

20点まで

20,822円
（税抜 19,280円）

１点あたり約1,041円

宅配クリーニング ハナコロモ

宅 配 クリー ニング  ハ ナコロモ

「ご注文」クリーニングコースを選んでメリーメイドへご注文。

「ご購入」メリーメイドがクリーニングのキットをお届け。

「梱包」衣類を専用梱包バッグに入れ、申込書に記入して同梱。

「回収」宅配会社へ電話で集荷を依頼し、ご自宅で回収。

「クリーニング＆保管」ていねいにクリーニングし、専用ルームで保管。

「お届け」仕上がった衣類を個装し、専用のダンボール箱でご自宅にお届け。

NEW

保管サービスは10点以上のコースからご利用いただけます。
（保管期間は発送日より最長9ヵ月）
10点以上のコースご利用の場合、保管付きか保管なしをお
選びいただけます。
衣類の集荷・お届けは、全国送料無料です。

■レギュラーコース

6点まで

12,312円（税抜 11,400円）
１点あたり2,052円

10点まで

18,360円（税抜 17,000円）
１点あたり1,836円

■プレミアムコース：特別加工付き

片づけるのが苦手。プロが収納をサポート。

家が片づかないのは、コツやノウハウがわからないから。
家事のプロのダスキンが、お客様と一緒に“おかたづけ”します。

〈宅配クリーニング ハナコロモ〉新登場！
宅配クリーニング「ハナコロモ」は、お客様の衣類を宅配便で集荷、
クリーニング後も宅配便でお届けするサービスです。

おうちの中のモノを
「いるもの」「いらないもの」

「考え中」に
わけるお手伝いをします。

お客様ごとに個別に洗浄。
素材やデザイン・色・サイズ、

さらに季節に合わせた
最適な洗剤や洗い方で

クリーニングします。

モノの整理
収納スペースを

キレイに
お掃除します。

清掃
用途や種類別に分類し、

よく使うものを
取り出しやすいように

収納します。

分類・収納

テキパキと使いやすく収納してもらいました。
また他の場所で利用したいと思います。

家事代行サービス
年間人気ランキング
3位※2

「安心」

お引取り・お届けは宅配便で

こだわりの
処理と仕上がり

専用梱包バッグに詰めて電話するだけ

防虫・防カビ・防塵・遮光・紫外
線カットの有人保管ルームで、

24時間体制で保管。
※保管サービスは10点以上の
コースからご利用いただけます。

「便利」
無料で衣類を

お預かり（最大9ヵ月）
レギュラーコース20点なら、ダウ
ンジャケットやコートも1点あたり

約1,041円(税込)。
※詳しくは標準料金表を

ご確認ください。

「おトク」
冬の防寒着も

同じ料金

1.
2.
3.
4.
5.
6.

たっぷり入る
専用梱包バッグ

定期サービス初回別途料金について 気になる水まわりお掃除サービス、ご希望のお部屋お掃除サービス、グランサービスは、初回時にご要望のすべてのお部屋の汚れを落とす念入り
なお掃除をします。そのため初回のみ、通常サービス料金に加えて別途料金をいただいています。詳しくはお見積り時にご確認ください。

※2）ダスキンホームページからお申し込みいただいたサービスの集計より
　  （2014年4月～2015年3月）
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Sエリア

気になる水まわりお掃除サービス
標準料金表

必要な時だけ

［定期］4週間に1回

［定期］2ヵ月に1回

34,560円（税抜 32,000円）

69,984円（税抜 64,800円）

18,360円
（税抜 17,000円）

20,520円
（税抜 19,000円）

Aエリア

16,200円
（税抜 15,000円）

18,360円
（税抜 17,000円）

Bエリア

12,960円
（税抜 12,000円）

14,040円
（税抜 13,000円）

20,520円
（税抜 19,000円）

18,360円
（税抜 17,000円）

14,040円
（税抜 13,000円）

Sエリア
［定期］4週間に1回

［定期］2ヵ月に1回

18,360円
（税抜 17,000円）

Aエリア

16,200円
（税抜 15,000円）

Bエリア

12,960円
（税抜 12,000円）

Sエリア
［定期］4週間に1回

［定期］2ヵ月に1回

24,840円
（税抜 23,000円）

27,000円
（税抜 25,000円）

Aエリア

21,600円
（税抜 20,000円）

24,840円
（税抜 23,000円）

Bエリア

17,280円
（税抜 16,000円）

19,440円
（税抜 18,000円）

必要な時だけ

34,560円（税抜 32,000円）

必要な時だけ

51,840円（税抜 48,000円）

キッチン／浴室／洗面所／トイレキッチン or 浴室／洗面所／トイレ キッチン／浴室

定期サービスは初回に別途料金をいただきます。 ○地域によって料金が異なります。エリア区分は別表をご確認ください。（P41 ※1）
○サービス条件はP41をご参照ください。  ※2）ダスキンホームページからお申し込みいただいたサービスの集計より（2014年4月～2015年3月）

Sエリア
標準料金表

［定期］4週間に1回

［定期］2ヵ月に1回
24,840円（税抜 23,000円）

25,920円（税抜 24,000円）

Aエリア

21,600円（税抜 20,000円）

23,760円（税抜 22,000円）

Bエリア

17,280円（税抜 16,000円）

21,600円（税抜 20,000円）
［定期］3ヵ月に1回

28,080円（税抜 26,000円）25,920円（税抜 24,000円） 23,760円（税抜 22,000円）

○地域によって料金が異なります。エリア区分は別表をご確認ください。（P41 ※1）

Sエリア
標準料金表（3LDKの場合）

標準料金表

必要な時だけ

［定期］2週間に1回

27,000円~（税抜 25,000円~）

Aエリア

24,840円~（税抜 23,000円~）

Bエリア

19,440円~（税抜 18,000円~）
［定期］4週間に1回

35,640円~（税抜 33,000円~） 32,400円~（税抜 30,000円~） 24,840円~（税抜 23,000円~）

定期サービスは初回に別途料金をいただきます。 ○地域によって料金が異なります。エリア区分は別表をご確認ください。（P41 ※1）

選べるお掃除定額サービス

ご希望のお部屋お掃除サービス

Sエリア
3名2時間～（もしくは2名3時間～）

42,120円~
（税抜 39,000円~）

Aエリア

38,880円~
（税抜 36,000円~）

Bエリア

32,400円~
（税抜 30,000円~）

定期サービスは初回に別途料金をいただきます。
●2週間に1回以上の定期サイクルよりお受けいたします。
●1週間に1～5回のサイクルもお受けいたします。
○地域によって料金が異なります。
　エリア区分は別表をご確認ください。（P41 ※1）

グランサービス

各種お掃除サービスにプラス。

宅配便で集荷・お届け。クローゼット代わりにも。

このキットでお届け

オプションオプショナルサービス

家族や住環境にやさしいお掃除をご希望の方へ。
オプションエコお掃除

●冷蔵庫　●食器棚　●下駄箱
●ベランダ　●窓ガラス・網戸

１

２

３

別途
料金

●キッチン ●浴室

●洗面所 ●トイレ

●リビング ●洋室 ●和室
●ダイニング ●玄関＋廊下

めりーさんの
執事

くらしの安心サポート

無償付帯サービス
「グランサービス」を

ご契約いただいたお客様に、
無償付帯させていただきます。
詳しくは、P45をご覧ください。

水まわりだけを集中的にお掃除。
キッチン、浴室、洗面所、トイレ。４つの水まわりの中から、汚れの気になる場所を組み合わせて、定期的にお掃除します。

ご希望の場所をご希望のサイクルでお掃除。
ご希望のサイクルで、ご希望の場所を定期的にお掃除。必要な時だけ、家中まとめてお掃除するサービスもあります。

フルオーダーメイドで家事を代行。
特別な研修を受けた専任のグランメイトが、ご要望に合わせた最上級のサービスをご提供します。

毎回、お掃除する場所を選べます。
定期的に、お掃除場所を毎回３ヵ所選べて料金は定額。その都度、気になるところをご指定ください。

子どもとふれあう貴重な時間を増やしています。

質の高いサービス、行き届いたマナーに、とても満足しています。

家事代行サービス
年間人気ランキング
2位※2

Sエリア

標準料金表（1回：2名 2時間～）

必要な時だけ

21,600円~
（税抜 20,000円~）

Aエリア

17,280円~
（税抜 16,000円~）

Bエリア

15,120円~
（税抜 14,000円~）

○地域によって料金が異なります。
　エリア区分は別表をご確認ください。（P41 ※1）
○サービス条件はP41をご参照ください。

おかたづけサービス

使いやすさを考えて
整理収納をお手伝い。

お か た づ け サ ービス

6点まで

標準料金表

7,344円
（税抜 6,800円）

１点あたり1,224円

10点まで

11,880円
（税抜 11,000円）
１点あたり1,188円

20点まで

20,822円
（税抜 19,280円）

１点あたり約1,041円

宅配クリーニング ハナコロモ

宅 配 クリー ニング  ハ ナコロモ

「ご注文」クリーニングコースを選んでメリーメイドへご注文。

「ご購入」メリーメイドがクリーニングのキットをお届け。

「梱包」衣類を専用梱包バッグに入れ、申込書に記入して同梱。

「回収」宅配会社へ電話で集荷を依頼し、ご自宅で回収。

「クリーニング＆保管」ていねいにクリーニングし、専用ルームで保管。

「お届け」仕上がった衣類を個装し、専用のダンボール箱でご自宅にお届け。

NEW

保管サービスは10点以上のコースからご利用いただけます。
（保管期間は発送日より最長9ヵ月）
10点以上のコースご利用の場合、保管付きか保管なしをお
選びいただけます。
衣類の集荷・お届けは、全国送料無料です。

■レギュラーコース

6点まで

12,312円（税抜 11,400円）
１点あたり2,052円

10点まで

18,360円（税抜 17,000円）
１点あたり1,836円

■プレミアムコース：特別加工付き

片づけるのが苦手。プロが収納をサポート。

家が片づかないのは、コツやノウハウがわからないから。
家事のプロのダスキンが、お客様と一緒に“おかたづけ”します。

〈宅配クリーニング ハナコロモ〉新登場！
宅配クリーニング「ハナコロモ」は、お客様の衣類を宅配便で集荷、
クリーニング後も宅配便でお届けするサービスです。

おうちの中のモノを
「いるもの」「いらないもの」

「考え中」に
わけるお手伝いをします。

お客様ごとに個別に洗浄。
素材やデザイン・色・サイズ、

さらに季節に合わせた
最適な洗剤や洗い方で

クリーニングします。

モノの整理
収納スペースを

キレイに
お掃除します。

清掃
用途や種類別に分類し、

よく使うものを
取り出しやすいように

収納します。

分類・収納

テキパキと使いやすく収納してもらいました。
また他の場所で利用したいと思います。

家事代行サービス
年間人気ランキング
3位※2

「安心」

お引取り・お届けは宅配便で

こだわりの
処理と仕上がり

専用梱包バッグに詰めて電話するだけ

防虫・防カビ・防塵・遮光・紫外
線カットの有人保管ルームで、

24時間体制で保管。
※保管サービスは10点以上の
コースからご利用いただけます。

「便利」
無料で衣類を

お預かり（最大9ヵ月）
レギュラーコース20点なら、ダウ
ンジャケットやコートも1点あたり

約1,041円(税込)。
※詳しくは標準料金表を

ご確認ください。

「おトク」
冬の防寒着も

同じ料金

1.
2.
3.
4.
5.
6.

たっぷり入る
専用梱包バッグ

定期サービス初回別途料金について 気になる水まわりお掃除サービス、ご希望のお部屋お掃除サービス、グランサービスは、初回時にご要望のすべてのお部屋の汚れを落とす念入り
なお掃除をします。そのため初回のみ、通常サービス料金に加えて別途料金をいただいています。詳しくはお見積り時にご確認ください。

※2）ダスキンホームページからお申し込みいただいたサービスの集計より
　  （2014年4月～2015年3月）
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下から
上に！

仕上げに！

コンロ・グリルまわり こびりつき汚れ

キッチンは４つの攻略法ですっきりと。

おうちの中の働き者、キッチン。念入りなおそうじで徹底的にキレイにしてあげたいものですね。
キッチンの汚れは大きく分けて４タイプ。それぞれ落とし方が違います。

★どうしても手に負えない、時間がない。そんな時は、プロにおまかせ。P.36 「キッチンクリーニング」をご覧ください。

1. こそげ落とし
＜キレイにする手順＞

＜キレイにするポイント＞

＜キレイにするポイント＞

＜キレイにするポイント＞

五徳や網は外して、汚れを不要なプラ
スチックカードなどでこそげ落とします。

油や煮こぼれ、焼け焦げなどが固くこびりついた汚れです。

排水口など濡れる場所に細菌がついて繁殖した汚れです。

油にホコリが付着し、ベタベタになった汚れです。

2. 浸け置き

40～50℃のお湯に台所用の酸素系漂白
剤を適量入れて10～15分浸け置きします。

スポンジや絞ったぞうき
んに「油汚れ用洗剤」を
スプレーし、下から上へ
拭いていきます。水拭き
で洗剤を拭き取ってから
乾拭きします。

スポンジや絞ったぞう
きんに「住まいの洗
剤」をスプレーし、拭き
残しがないようにてい
ねいに拭きます。

3. 汚れを落とす

浸け置きした五徳や網をスポンジで
こすり、水洗いして拭きます。

シンク・排水口まわり ぬるぬる汚れ

水栓

先のとがったものですき間の汚れを掻き出し、
「エコスポンジ」を水で濡らして磨きます。

シンク

スポンジの柔らかい面に「台所用洗剤」
をつけステンレスの目に沿って洗います。

 排水口

ゴミ受けだけでなく排水口の奥やフタの
裏なども、スポンジやブラシで洗います。

庫内に食材がつき、冷気で乾燥してこびりついた汚れです。冷蔵庫内 乾燥汚れ

外せるもの

棚板、ポケットなどは取り出して、「台所
用洗剤」をつけたスポンジで洗います。

ゴムパッキン

「台所用漂白剤」の溶液を塗り、しみこませて
から水拭きで漂白剤を拭き取り、乾拭きします。

冷蔵庫内

「台所用漂白剤」を溶いた湯で拭き洗い。水
拭きして「アルコール除菌剤」で仕上げます。

キッチンの壁・床など 油汚れ

壁 床

ここが
POINT !

詳細は、お客様係にお問い合わせください。

Sエリア

標準料金表

1回2時間必要な時に

10,800円
（税抜 10,000円）

Aエリア

8,640円
（税抜 8,000円）

Bエリア

7,560円
（税抜 7,000円）

8,640円
（税抜 8,000円）

6,480円
（税抜 6,000円）

5,400円
（税抜 5,000円）

○対象：妊婦の方がいるご家庭　
○期限：初回サービスから1年間　○回数：6回以上
○地域によって料金が異なります。
　エリア区分は別表をご確認ください。（P41 ※1）

マタニティママ♡応援プラン
「家事おてつだいサービス」

安心家事パック

妊娠中・出産直前のママに。

●お買い物 ●お掃除 
●お洗濯 ●布団干し 
などをお手伝い

●浴室または洗面所
　+トイレ各1ヵ所

●キッチン1ヵ所

●赤ちゃんが過ごすお部屋1室

期間中
必要な時に

6回以上割引

標準料金表
1回のみのサービス（必要なときにご利用いただけるサービス）

41,040円（税抜 38,000円）

○対象：妊婦・0歳～1歳のお子様がいるご家庭

【対象条件】
○浴室：1室床面積4ｍ2・高さ2.4m未満　
○洗面所：1ヵ所床面積4ｍ2未満　　　　
○トイレ：1室床面積2ｍ2未満　
○キッチン：間口3ｍ未満　●お部屋：1室10帖未満

ウエルカムベイビー♡応援プラン
「お掃除おまかせサービス」

里帰り・出産直後のママに。

サービス内容

Sエリア

標準料金表（定期サービス）

1回2時間／1週間に1～5回、2週間に1回

8,640円
（税抜 8,000円）

Aエリア

6,480円
（税抜 6,000円）

Bエリア

5,400円
（税抜 5,000円）

○対象：妊婦・0歳～3歳のお子様がいるご家庭
○地域によって料金が異なります。
　エリア区分は別表をご確認ください。（P41 ※1）

ビギナーママ♡応援プラン
「家事おてつだいサービス」

授乳・育児中のママに。

●おむつやミルクの
　お買い物 
●赤ちゃんの
　衣類別お洗濯
などをお手伝い

※詳細は、P42の「家事おてつだいサービス」をご覧ください。家事おてつだいサービス1 定期

サービスポイント4 特典

※詳細は、「リビング」P7～をご覧ください。

※「緊急駆けつけサポート」は、特殊作業や工具を必要としない30分以内の応急処置（機能修繕作業）が対象となります。

上記1、2の合計ご利用金額が月額8,424円（税込）以上に限ります。

レンタルモップ2 キレイ

家事サポート・復旧サポート5 特典

24時間対応 
緊急駆けつけサポート

1次対応
無料※

◎水まわりのトラブル　◎玄関のカギのトラブル　◎窓ガラスのトラブル

メリーメイドの追加サービスに使えるポイントを毎月1,000ポイントプレゼント ※1ポイント1円分としてご利用いただけます。

家事サポート
ケガによる5日以上の入院の場合に税込5万円までの
家事おてつだいサービスを無償でご提供。

復旧サポート
火災や盗難の場合に税込10万円までのダスキンケアサービスによる
衛生復旧サービスを無償でご提供。

めりーさんの執事3 安心

おうちの中で起きる3つのトラブルに対し、24時間緊急対応するサービスです。

◎照明器具を交換したいのだけれど・・・　
◎網戸やクロスを貼りかえてほしい

住まいに関するちょっとしたお困りごとに専門のスタッフをご紹介します。

専門家がアドバイス 
相談サポート無料

◎高血圧に良いメニューを教えてほしい　◎冠婚葬祭、こんなときどうすればいい？　
◎胃の痛みが続いていて気になる

様々な疑問やお悩みに、専門家が電話での相談に応じます。

楽しいレジャーをおトクに 
優待サポート有料

レジャーや旅行、ショッピングに使えるメニューを多数ご用意しています。

専門スタッフがお伺い 
取次サポート有料

サービス完了通知任意
メリーメイドのサービスが完了した旨をメールでお知らせします。

安 心 家 事 パック

産 前 産 後 応 援 プ ラン

ダスキンの
天然水

森のひとしずく
6L×3ケース
プレゼント

契約後
最初のママの
誕生月は定期

サービス
1回半額

家事おてつだいサービスに、さらに安心をプラス。

「家事おてつだいサービス」に、さらに便利さと、もしもの時の安心をお届け
するため、「レンタルモップ」と「めりーさんの執事」をプラスしました。

赤ちゃんとママのための、家事代行サービスです。
産前産後の大切な時期に、ママの家事をお手伝いします。

心の余裕ができて、子どもとのよい時間をつくることができました。

サービス内容 サービス内容
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家
事
の
代
行

HOUSEKEEPING SERVICE

家
事
の
代
行

下から
上に！

仕上げに！

コンロ・グリルまわり こびりつき汚れ

キッチンは４つの攻略法ですっきりと。

おうちの中の働き者、キッチン。念入りなおそうじで徹底的にキレイにしてあげたいものですね。
キッチンの汚れは大きく分けて４タイプ。それぞれ落とし方が違います。

★どうしても手に負えない、時間がない。そんな時は、プロにおまかせ。P.36 「キッチンクリーニング」をご覧ください。

1. こそげ落とし
＜キレイにする手順＞

＜キレイにするポイント＞

＜キレイにするポイント＞

＜キレイにするポイント＞

五徳や網は外して、汚れを不要なプラ
スチックカードなどでこそげ落とします。

油や煮こぼれ、焼け焦げなどが固くこびりついた汚れです。

排水口など濡れる場所に細菌がついて繁殖した汚れです。

油にホコリが付着し、ベタベタになった汚れです。

2. 浸け置き

40～50℃のお湯に台所用の酸素系漂白
剤を適量入れて10～15分浸け置きします。

スポンジや絞ったぞうき
んに「油汚れ用洗剤」を
スプレーし、下から上へ
拭いていきます。水拭き
で洗剤を拭き取ってから
乾拭きします。

スポンジや絞ったぞう
きんに「住まいの洗
剤」をスプレーし、拭き
残しがないようにてい
ねいに拭きます。

3. 汚れを落とす

浸け置きした五徳や網をスポンジで
こすり、水洗いして拭きます。

シンク・排水口まわり ぬるぬる汚れ

水栓

先のとがったものですき間の汚れを掻き出し、
「エコスポンジ」を水で濡らして磨きます。

シンク

スポンジの柔らかい面に「台所用洗剤」
をつけステンレスの目に沿って洗います。

 排水口

ゴミ受けだけでなく排水口の奥やフタの
裏なども、スポンジやブラシで洗います。

庫内に食材がつき、冷気で乾燥してこびりついた汚れです。冷蔵庫内 乾燥汚れ

外せるもの

棚板、ポケットなどは取り出して、「台所
用洗剤」をつけたスポンジで洗います。

ゴムパッキン

「台所用漂白剤」の溶液を塗り、しみこませて
から水拭きで漂白剤を拭き取り、乾拭きします。

冷蔵庫内

「台所用漂白剤」を溶いた湯で拭き洗い。水
拭きして「アルコール除菌剤」で仕上げます。

キッチンの壁・床など 油汚れ

壁 床

ここが
POINT !

詳細は、お客様係にお問い合わせください。

Sエリア

標準料金表

1回2時間必要な時に

10,800円
（税抜 10,000円）

Aエリア

8,640円
（税抜 8,000円）

Bエリア

7,560円
（税抜 7,000円）

8,640円
（税抜 8,000円）

6,480円
（税抜 6,000円）

5,400円
（税抜 5,000円）

○対象：妊婦の方がいるご家庭　
○期限：初回サービスから1年間　○回数：6回以上
○地域によって料金が異なります。
　エリア区分は別表をご確認ください。（P41 ※1）

マタニティママ♡応援プラン
「家事おてつだいサービス」

安心家事パック

妊娠中・出産直前のママに。

●お買い物 ●お掃除 
●お洗濯 ●布団干し 
などをお手伝い

●浴室または洗面所
　+トイレ各1ヵ所

●キッチン1ヵ所

●赤ちゃんが過ごすお部屋1室

期間中
必要な時に

6回以上割引

標準料金表
1回のみのサービス（必要なときにご利用いただけるサービス）

41,040円（税抜 38,000円）

○対象：妊婦・0歳～1歳のお子様がいるご家庭

【対象条件】
○浴室：1室床面積4ｍ2・高さ2.4m未満　
○洗面所：1ヵ所床面積4ｍ2未満　　　　
○トイレ：1室床面積2ｍ2未満　
○キッチン：間口3ｍ未満　●お部屋：1室10帖未満

ウエルカムベイビー♡応援プラン
「お掃除おまかせサービス」

里帰り・出産直後のママに。

サービス内容

Sエリア

標準料金表（定期サービス）

1回2時間／1週間に1～5回、2週間に1回

8,640円
（税抜 8,000円）

Aエリア

6,480円
（税抜 6,000円）

Bエリア

5,400円
（税抜 5,000円）

○対象：妊婦・0歳～3歳のお子様がいるご家庭
○地域によって料金が異なります。
　エリア区分は別表をご確認ください。（P41 ※1）

ビギナーママ♡応援プラン
「家事おてつだいサービス」

授乳・育児中のママに。

●おむつやミルクの
　お買い物 
●赤ちゃんの
　衣類別お洗濯
などをお手伝い

※詳細は、P42の「家事おてつだいサービス」をご覧ください。家事おてつだいサービス1 定期

サービスポイント4 特典

※詳細は、「リビング」P7～をご覧ください。

※「緊急駆けつけサポート」は、特殊作業や工具を必要としない30分以内の応急処置（機能修繕作業）が対象となります。

上記1、2の合計ご利用金額が月額8,424円（税込）以上に限ります。

レンタルモップ2 キレイ

家事サポート・復旧サポート5 特典

24時間対応 
緊急駆けつけサポート

1次対応
無料※

◎水まわりのトラブル　◎玄関のカギのトラブル　◎窓ガラスのトラブル

メリーメイドの追加サービスに使えるポイントを毎月1,000ポイントプレゼント ※1ポイント1円分としてご利用いただけます。

家事サポート
ケガによる5日以上の入院の場合に税込5万円までの
家事おてつだいサービスを無償でご提供。

復旧サポート
火災や盗難の場合に税込10万円までのダスキンケアサービスによる
衛生復旧サービスを無償でご提供。

めりーさんの執事3 安心

おうちの中で起きる3つのトラブルに対し、24時間緊急対応するサービスです。

◎照明器具を交換したいのだけれど・・・　
◎網戸やクロスを貼りかえてほしい

住まいに関するちょっとしたお困りごとに専門のスタッフをご紹介します。

専門家がアドバイス 
相談サポート無料

◎高血圧に良いメニューを教えてほしい　◎冠婚葬祭、こんなときどうすればいい？　
◎胃の痛みが続いていて気になる

様々な疑問やお悩みに、専門家が電話での相談に応じます。

楽しいレジャーをおトクに 
優待サポート有料

レジャーや旅行、ショッピングに使えるメニューを多数ご用意しています。

専門スタッフがお伺い 
取次サポート有料

サービス完了通知任意
メリーメイドのサービスが完了した旨をメールでお知らせします。

安 心 家 事 パック

産 前 産 後 応 援 プ ラン

ダスキンの
天然水

森のひとしずく
6L×3ケース
プレゼント

契約後
最初のママの
誕生月は定期

サービス
1回半額

家事おてつだいサービスに、さらに安心をプラス。

「家事おてつだいサービス」に、さらに便利さと、もしもの時の安心をお届け
するため、「レンタルモップ」と「めりーさんの執事」をプラスしました。

赤ちゃんとママのための、家事代行サービスです。
産前産後の大切な時期に、ママの家事をお手伝いします。

心の余裕ができて、子どもとのよい時間をつくることができました。

サービス内容 サービス内容
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害
虫
獣
の
駆
除

初月（初回）
ステーション設置料
＋管理料として

標準料金 （建物外周1mあたりの月額）<年間契約>

4,017円（税抜 3,720円）

2ヵ月目以降
ステーション使用料
＋管理料として 129円（税抜 120円）

PEST CONTROL
害 虫 獣 の 駆 除

最適な量の薬剤使用にとどめるため、定期
的な点検で管理を行います。シロアリの習
性を利用して巣ごと根絶する工法です。

1階床面積60m2〈建物外周約32m〉の場合

初年度
合計

2年目
以降

初月（初回）128,563 円（税込）

ネット費用 22,680 円（税抜 21,000 円）

施工費用 12,960 円（税抜 12,000 円）

 除菌仕上げ  清掃・消毒費用 27,000 円（税抜 25,000 円）

2ヵ月目以降 4,147 円（税込）×11ヵ月

174,180 円（税込）

49,764 円（税込）

※ベイト工法は、ダウ・アグロサイエンス商標のセントリコンTM・システ
ムを採用しています。

※建物内部にシロアリの生息が確認された場合、別途追加料金が必
要となる場合があります。

※コンクリートの場合は穴あけ費用［1ヵ所2,160円（税抜 2,000
円）］が必要となります。

※現場の状況により、使用するステーションおよびベイト剤が異なる
場合があります。

※換気有効面積 30m2/1台 
※取付け工事費が別途必要になります。 
※タイマー［7,592円（税抜 7,030円）/1台］が別途必要になります
（タイマー1台で換気扇6台まで対応可能です）。 

※ 基 礎パッキン工 法には専用スリムノズル［ 1 2 , 9 6 0 円（ 税 抜  
12,000円）/1台］が別途必要になります。

※アルゼンチンアリ、セアカゴケグモは対象外です。 ※土・日・祝および早朝・深夜の作業は料金が異なります。 
※組み合わせて行う駆除で、下記6種の害虫すべてを対象とするものではありません。

※ただし、１階床面積が50m2までの場合は一律121,500円（税抜
112,500円）

その他に、

なども承ります！ 害虫獣のことなら
何でもご相談ください。

ハチ

ムカデ

ネズミ

トコジラミ

ゴキブリ クロアリ クモ ナメクジ ヤスデダンゴムシ

料金例

基本料金（駆除+巣除去）

定期管理安心プラン（ベイト工法）
標準料金
1m2あたり 2,430円（税抜 2,250円）

安全性に配慮したニオイの少ない薬剤を
床下へ直接散布して駆除・予防するバリア
工法。薬剤の効果は5年間持続します。

バリア工法安心プラン（バリア工法）

家庭用害虫駆除定期サービス

ネットサイズ：5m2（幅4ｍ×高さ1.25ｍ）の場合
床面積：5m2 汚れ具合軽度

料金合計 62,640円（税抜 58,000円）

ハトの侵入を物理的に防ぎ、寄せつけない
対策をします。
ベランダ用バードネット料金例

標準価格
1台 54,000円（税抜 50,000円）

ダクト方式なのでコンクリート基礎を傷つけ
ることなく設置可能。床下の湿気、カビ、結
露を抑えて、シロアリを予防します。

床下湿気管理システム
ブロア型換気扇

＋

1階床面積60m2〈約18坪〉の場合

標準
料金

145,800 円（税込）

料金例

=

<本体5年間保証>

家 庭 用 害 虫 駆 除 定 期 サ ービス

ハト 飛 来 防 止 サ ービス

プロの目による徹底調査と最新システムで撃退。

ハトによるフンや騒音を解決。

※サービスは1回あたり62,640円（税抜 58,000円）～承ります。

駆除だけでなく、ネズミを寄せつけにくい環
境づくりを行います。
ネズミ駆除サービス ハチ駆除システム

ネズミ駆 除 サ ービス

徹底調査と迅速駆除。

まずは無料でお見積りします。
アシナガバチ 21,600 円（税抜 20,000 円）

ミツバチ 37,800 円（税抜 35,000 円）

スズメバチ 48,600 円（税抜 45,000 円）

社内ライセンス資格をもつスタッフが専用
資器材などを使用して行います。

ハ チ 駆 除 システ ム

巣ごとスピーディに除去。

標準料金表

１階床面積100m2まで 10m2増えるごとに

初回
（約60分）

2～６回目
（1回あたり

約30分）

12,960円
（税抜 12,000円）

6,480円
（税抜 6,000円）

1,080円追加
（税抜 1,000円）

540円追加
（税抜 500円）

■一戸建て
広さ100m2まで 10m2増えるごとに

初回
（約50分）

2～６回目
（1回あたり

約25分）

10,800円
（税抜 10,000円）

5,400円
（税抜 5,000円）

1,080円追加
（税抜 1,000円）

540円追加
（税抜 500円）

■マンション

年間6回の定期管理で、害虫の発生状況に合わせて駆除します。

■ 対象害虫は６種類

定期
サービス

シロ アリ防 除

十分な知識と技術をもつ専門家がおうちを守ります。

新築５年以上で薬剤の効果が切れる場合があるので要注意。選べるシロアリ対策。

お部屋に
置いておかない！

寄せつけない

ゴキブリがおうちを狙っている。

意外に多いのはモノに潜んで侵入す
るケース。卵を産みつけたダンボール
箱や、購入した家具や観葉植物と一
緒にやってくるので、注意が必要です。
使い終わったダンボール箱は外に置
き、早めに処分しましょう。

ゴキブリにとって居心地の悪い環境をつくる

キッチンの床や排水口はこまめに掃除
して、乾燥した状態に。生ゴミや食べ残
しはためないようにしてください。また人
毛やフケ、アカ、食べかすなどはゴキブ
リの大好物。ふだんからキレイに保つ
ことがゴキブリ対策になります。

ゴキブリの侵入経路はいくつもあります。寄せつけず、居心地の悪い環境をつくることが大切です。

★それでも出現してしまったら、プロにまかせる手もあります。上記 「家庭用害虫駆除定期サービス」をご覧ください。

豊富な知識と経験で、

迷惑な害虫獣を駆除するだけでなく、

お客様の不安や不快な気持ちまですっきりと。

徹底した作業とていねいな報告をしてもらいました。
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害
虫
獣
の
駆
除

初月（初回）
ステーション設置料
＋管理料として

標準料金 （建物外周1mあたりの月額）<年間契約>

4,017円（税抜 3,720円）

2ヵ月目以降
ステーション使用料
＋管理料として 129円（税抜 120円）

PEST CONTROL
害 虫 獣 の 駆 除

最適な量の薬剤使用にとどめるため、定期
的な点検で管理を行います。シロアリの習
性を利用して巣ごと根絶する工法です。

1階床面積60m2〈建物外周約32m〉の場合

初年度
合計

2年目
以降

初月（初回）128,563 円（税込）

ネット費用 22,680 円（税抜 21,000 円）

施工費用 12,960 円（税抜 12,000 円）

 除菌仕上げ  清掃・消毒費用 27,000 円（税抜 25,000 円）

2ヵ月目以降 4,147 円（税込）×11ヵ月

174,180 円（税込）

49,764 円（税込）

※ベイト工法は、ダウ・アグロサイエンス商標のセントリコンTM・システ
ムを採用しています。

※建物内部にシロアリの生息が確認された場合、別途追加料金が必
要となる場合があります。

※コンクリートの場合は穴あけ費用［1ヵ所2,160円（税抜 2,000
円）］が必要となります。

※現場の状況により、使用するステーションおよびベイト剤が異なる
場合があります。

※換気有効面積 30m2/1台 
※取付け工事費が別途必要になります。 
※タイマー［7,592円（税抜 7,030円）/1台］が別途必要になります
（タイマー1台で換気扇6台まで対応可能です）。 

※ 基 礎パッキン工 法には専用スリムノズル［ 1 2 , 9 6 0 円（ 税 抜  
12,000円）/1台］が別途必要になります。

※アルゼンチンアリ、セアカゴケグモは対象外です。 ※土・日・祝および早朝・深夜の作業は料金が異なります。 
※組み合わせて行う駆除で、下記6種の害虫すべてを対象とするものではありません。

※ただし、１階床面積が50m2までの場合は一律121,500円（税抜
112,500円）

その他に、

なども承ります！ 害虫獣のことなら
何でもご相談ください。

ハチ

ムカデ

ネズミ

トコジラミ

ゴキブリ クロアリ クモ ナメクジ ヤスデダンゴムシ

料金例

基本料金（駆除+巣除去）

定期管理安心プラン（ベイト工法）
標準料金
1m2あたり 2,430円（税抜 2,250円）

安全性に配慮したニオイの少ない薬剤を
床下へ直接散布して駆除・予防するバリア
工法。薬剤の効果は5年間持続します。

バリア工法安心プラン（バリア工法）

家庭用害虫駆除定期サービス

ネットサイズ：5m2（幅4ｍ×高さ1.25ｍ）の場合
床面積：5m2 汚れ具合軽度

料金合計 62,640円（税抜 58,000円）

ハトの侵入を物理的に防ぎ、寄せつけない
対策をします。
ベランダ用バードネット料金例

標準価格
1台 54,000円（税抜 50,000円）

ダクト方式なのでコンクリート基礎を傷つけ
ることなく設置可能。床下の湿気、カビ、結
露を抑えて、シロアリを予防します。

床下湿気管理システム
ブロア型換気扇

＋

1階床面積60m2〈約18坪〉の場合

標準
料金

145,800 円（税込）

料金例

=

<本体5年間保証>

家 庭 用 害 虫 駆 除 定 期 サ ービス

ハト 飛 来 防 止 サ ービス

プロの目による徹底調査と最新システムで撃退。

ハトによるフンや騒音を解決。

※サービスは1回あたり62,640円（税抜 58,000円）～承ります。

駆除だけでなく、ネズミを寄せつけにくい環
境づくりを行います。
ネズミ駆除サービス ハチ駆除システム

ネズミ駆 除 サ ービス

徹底調査と迅速駆除。

まずは無料でお見積りします。
アシナガバチ 21,600 円（税抜 20,000 円）

ミツバチ 37,800 円（税抜 35,000 円）

スズメバチ 48,600 円（税抜 45,000 円）

社内ライセンス資格をもつスタッフが専用
資器材などを使用して行います。

ハ チ 駆 除 システ ム

巣ごとスピーディに除去。

標準料金表

１階床面積100m2まで 10m2増えるごとに

初回
（約60分）

2～６回目
（1回あたり

約30分）

12,960円
（税抜 12,000円）

6,480円
（税抜 6,000円）

1,080円追加
（税抜 1,000円）

540円追加
（税抜 500円）

■一戸建て
広さ100m2まで 10m2増えるごとに

初回
（約50分）

2～６回目
（1回あたり

約25分）

10,800円
（税抜 10,000円）

5,400円
（税抜 5,000円）

1,080円追加
（税抜 1,000円）

540円追加
（税抜 500円）

■マンション

年間6回の定期管理で、害虫の発生状況に合わせて駆除します。

■ 対象害虫は６種類

定期
サービス

シロ アリ防 除

十分な知識と技術をもつ専門家がおうちを守ります。

新築５年以上で薬剤の効果が切れる場合があるので要注意。選べるシロアリ対策。

お部屋に
置いておかない！

寄せつけない

ゴキブリがおうちを狙っている。

意外に多いのはモノに潜んで侵入す
るケース。卵を産みつけたダンボール
箱や、購入した家具や観葉植物と一
緒にやってくるので、注意が必要です。
使い終わったダンボール箱は外に置
き、早めに処分しましょう。

ゴキブリにとって居心地の悪い環境をつくる

キッチンの床や排水口はこまめに掃除
して、乾燥した状態に。生ゴミや食べ残
しはためないようにしてください。また人
毛やフケ、アカ、食べかすなどはゴキブ
リの大好物。ふだんからキレイに保つ
ことがゴキブリ対策になります。

ゴキブリの侵入経路はいくつもあります。寄せつけず、居心地の悪い環境をつくることが大切です。

★それでも出現してしまったら、プロにまかせる手もあります。上記 「家庭用害虫駆除定期サービス」をご覧ください。

豊富な知識と経験で、

迷惑な害虫獣を駆除するだけでなく、

お客様の不安や不快な気持ちまですっきりと。

徹底した作業とていねいな報告をしてもらいました。



芝生の年間お手入れサービス

庭木の剪定

49 50「　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想） ※一部対応できない地域がございます。
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ベネフィシャルサービス
美しいお庭づくりのための追加メニュー

料金例

■ 年間プログラム（年7回の場合）
4
月
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肥虫 虫 虫 土 虫 肥 虫

施肥（肥料やり）肥 病害虫防除虫 土壌活性土 ※寒冷地の場合は年6回となります。

定期
サービス

定期
サービス

定期
サービス

病害虫対策

施肥

芝生のお手入れサービス

芝生の間に土を入れ、発根を促します。

土のpH診断土のpH診断

施肥施肥

樹木の年間お手入れサービス

むずかしい庭の手入れ。
プロの手を借りるという選択があります。

病害虫の防除から剪定まで。

定期プログラムで芝生の健康を維持。

正しい時期の剪定が美しさを保つコツ。

1回あたり

標準料金（年7回・寒冷地は年6回ご契約の場合）

5,400円~（税抜 5,000円~）

年7回（寒冷地は年6回）、
約7週間ごとにスタッフが
訪問し、樹木の健康を定
期管理でケアするサービ
スです。 ●ご予算やご要望（サービス内容・回数）に合わせて

お見積りします。
●年間プログラムにそって、施肥や薬剤散布による病害

虫防除などを行い、樹木の健康をしっかり管理します。
※病害虫の被害や発生状況に応じて適切な薬剤等を使用します。

樹木の年間お手入れサービス

庭木の剪定

1回あたり

標準料金
（年7回・寒冷地は年6回ご契約の場合） 5,400円~

（税抜 5,000円~）

標準料金
対象面積20m2以内 11,880円~（税抜 11,000円~）

芝生を美しく保ち続けたい方に、芝生の年
間お手入れサービスも承ります。

●日本芝（主に高麗芝・ヒメ高麗芝・野芝）に限ります。
●芝刈りは別途お見積りさせていただきます。

芝生の年間お手入れサービス

標準料金　
対象面積20m2以内10,800円~（税抜 10,000円~）

追加1m2あたり432円（税抜400円）
※芝生の状況によってお見積りさせていただきます。

20m2超1m2当たり432円（税抜400円）
初回サービス時に雑草が多い場合は、別途除草作業（有料）が必要になります。
※お手入れによって出たゴミの持ち帰りはできません。※ご利用の時期
や気象条件によっては、サービスを提供できない場合があります。

芝生の目土入れ

土壌に穴を開けて空気を送り込み、通気性と
水はけを改善します。

標準料金
対象面積20m2以内 11,880円~（税抜 11,000円~）

芝生のエアレーション

ベネフィシャルサービス美しいお庭づくりのための追加メニュー

お花の植替え

花壇/1m2あたり12,960円~（税抜 12,000円~） 追加1m2あたり

追加1個あたり

6,480円~（税抜 6,000円~）

プランター/1個
（目安）60×25cm 10,800円~（税抜 10,000円~） 5,400円~（税抜 5,000円~）

フラワーローテーション

雑草をへらす
ジャリ厚3cm/
5m2以内 31,320円~（税抜 29,000円~） 追加1m2あたり

追加1m2あたり

6,264円~（税抜 5,800円~）

ジャリ厚5cm/
5m2以内 42,120円~（税抜 39,000円~） 8,424円~（税抜 7,800円~）

防草シート施工サービス

土を元気にする
高木/

（3m以上）1本 27,000円~（税抜 25,000円~）
中木/

（2～3m）1本 16,200円（税抜 15,000円）

土壌改良サービス

イイ土だと
木がよく育つ！

ガーデニングは土が命です。

土あってこその花や樹木。それだけに土づくりには豊富な
知識と長年の経験が必要とされます。「活性炭入り培養
土」を使えば、通気性･保湿性・保肥力といった土に必要
な特性にすぐれているので、ご家庭でも簡単に育ちのいい
土ができあがります。

芝刈り

お庭をキレイにサービス

専門スタッフ２名が定期的にお手入れ。

●重量物の運搬・移動、住居の修理・修繕、高い所の作業（3mを超える場合）、不用品の引き取り、作業時に発生したゴミの
回収など、お受けできないサービスがございます。●マツなどの特殊な樹木や、高さ3mを超える樹木の剪定は、別途費用がか
かります。●特別な資材が必要な場合は、別途資材費がかかります。●作業はスタッフ2名で行います。

お庭をキレイにサービス
標準料金表（1回あたり）

東京・
千葉・神奈川

その他

1ヵ月に1回コース（年12回） 60分

17,280円（税抜 16,000円）

1ヵ月に1回コース（年12回） 30分

10,800円（税抜 10,000円）

2ヵ月に1回コース（年6回） 60分

19,440円（税抜 18,000円）

2ヵ月に1回コース（年6回） 30分

12,960円（税抜 12,000円）

14,688円（税抜 13,600円） 9,180円（税抜 8,500円） 17,280円（税抜 16,000円）10,800円（税抜 10,000円）

時間単位でお庭の美観を維持します。
■作業メニュー例：お庭全体の掃除・樹木の施肥・芝生の施肥・病害虫の防除・草花のお手入れ

●トリマー（庭木を剪定する器具）を使
用する場合があります。

●料金は作業条件・庭木の本数・樹種
によって異なりますので、お見積りさ
せていただきます。

標準料金表

東京・
千葉・神奈川

その他

16,200円~（税抜 15,000円~）

10,800円~（税抜 10,000円~）

標準料金

標準料金

標準料金

雑草が目立たないサービス
標準料金 20m2まで（軽度な雑草の除草作業＋植物成長調整剤散布）

雑草が目立たないサービス

庭木や芝生を枯らさず、雑草だけ抑える。

12,960 円（税抜 12,000 円） 長さ65cmの一般的なプランター1個分です。
※植物の生育には、日光、水、空気、適切な温度、栄養分が必要です。こ
れらの条件によって、生育状況は異なります。※肥料成分が含まれている
ので、元肥は必要ありません。

活性炭入り培養土
標準価格
1袋<14L>

活性炭入り培養土

育ちに差がつく

活性炭入り。

1,296 円（税抜 1,200 円）
標準価格
1袋<10L> 972 円（税抜 900 円）
※連作障害の起こりやすい作物には、新しい土をお使いください。

まくだけで土の再生・改良材

まくだけで土の再生・改良材

プランターの

古い土も再利用。

庭木のお手入れ
病害虫対策から庭木の剪定やお掃除まで、
四季を通じて、緑あふれる
美しいお庭づくりをお手伝いします。

いつもお庭がキレイに保てて気持ちいいです。

ここが
POINT !
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庭木の剪定
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料金例

■ 年間プログラム（年7回の場合）
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施肥（肥料やり）肥 病害虫防除虫 土壌活性土 ※寒冷地の場合は年6回となります。

定期
サービス

定期
サービス

定期
サービス

病害虫対策

施肥

芝生のお手入れサービス

芝生の間に土を入れ、発根を促します。

土のpH診断土のpH診断

施肥施肥

樹木の年間お手入れサービス

むずかしい庭の手入れ。
プロの手を借りるという選択があります。

病害虫の防除から剪定まで。

定期プログラムで芝生の健康を維持。

正しい時期の剪定が美しさを保つコツ。

1回あたり

標準料金（年7回・寒冷地は年6回ご契約の場合）

5,400円~（税抜 5,000円~）

年7回（寒冷地は年6回）、
約7週間ごとにスタッフが
訪問し、樹木の健康を定
期管理でケアするサービ
スです。 ●ご予算やご要望（サービス内容・回数）に合わせて

お見積りします。
●年間プログラムにそって、施肥や薬剤散布による病害

虫防除などを行い、樹木の健康をしっかり管理します。
※病害虫の被害や発生状況に応じて適切な薬剤等を使用します。

樹木の年間お手入れサービス

庭木の剪定

1回あたり

標準料金
（年7回・寒冷地は年6回ご契約の場合） 5,400円~

（税抜 5,000円~）

標準料金
対象面積20m2以内 11,880円~（税抜 11,000円~）

芝生を美しく保ち続けたい方に、芝生の年
間お手入れサービスも承ります。

●日本芝（主に高麗芝・ヒメ高麗芝・野芝）に限ります。
●芝刈りは別途お見積りさせていただきます。

芝生の年間お手入れサービス

標準料金　
対象面積20m2以内10,800円~（税抜 10,000円~）

追加1m2あたり432円（税抜400円）
※芝生の状況によってお見積りさせていただきます。

20m2超1m2当たり432円（税抜400円）
初回サービス時に雑草が多い場合は、別途除草作業（有料）が必要になります。
※お手入れによって出たゴミの持ち帰りはできません。※ご利用の時期
や気象条件によっては、サービスを提供できない場合があります。

芝生の目土入れ

土壌に穴を開けて空気を送り込み、通気性と
水はけを改善します。

標準料金
対象面積20m2以内 11,880円~（税抜 11,000円~）

芝生のエアレーション

ベネフィシャルサービス美しいお庭づくりのための追加メニュー

お花の植替え

花壇/1m2あたり12,960円~（税抜 12,000円~） 追加1m2あたり

追加1個あたり

6,480円~（税抜 6,000円~）

プランター/1個
（目安）60×25cm 10,800円~（税抜 10,000円~） 5,400円~（税抜 5,000円~）

フラワーローテーション

雑草をへらす
ジャリ厚3cm/
5m2以内 31,320円~（税抜 29,000円~） 追加1m2あたり

追加1m2あたり

6,264円~（税抜 5,800円~）

ジャリ厚5cm/
5m2以内 42,120円~（税抜 39,000円~） 8,424円~（税抜 7,800円~）

防草シート施工サービス

土を元気にする
高木/

（3m以上）1本 27,000円~（税抜 25,000円~）
中木/

（2～3m）1本 16,200円（税抜 15,000円）

土壌改良サービス

イイ土だと
木がよく育つ！

ガーデニングは土が命です。

土あってこその花や樹木。それだけに土づくりには豊富な
知識と長年の経験が必要とされます。「活性炭入り培養
土」を使えば、通気性･保湿性・保肥力といった土に必要
な特性にすぐれているので、ご家庭でも簡単に育ちのいい
土ができあがります。

芝刈り

お庭をキレイにサービス

専門スタッフ２名が定期的にお手入れ。

●重量物の運搬・移動、住居の修理・修繕、高い所の作業（3mを超える場合）、不用品の引き取り、作業時に発生したゴミの
回収など、お受けできないサービスがございます。●マツなどの特殊な樹木や、高さ3mを超える樹木の剪定は、別途費用がか
かります。●特別な資材が必要な場合は、別途資材費がかかります。●作業はスタッフ2名で行います。

お庭をキレイにサービス
標準料金表（1回あたり）

東京・
千葉・神奈川

その他

1ヵ月に1回コース（年12回） 60分

17,280円（税抜 16,000円）

1ヵ月に1回コース（年12回） 30分
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※公的介護保険適用外サービスです。
※医療・看護行為や専門技術を必要とするサービスなどはお受けできません。
※地域やご要望によってはサービスをお受けできない場合がございます。

※要介護認定およびケアプランが必要です。

●認知症のケア・予防　●車いすや歩行の介助
●通院・買物のつきそい　●掃除機がけ・洗濯　●清拭・部分浴　
●入院・退院時のお手伝い　●趣味のお相手　●食事介助　
●トイレ介助／おむつ交換　●夜間の見守り　●食事づくり　

そのほかのお困りごとも承ります。お気軽にお申し付けください。

ご高齢者お一人おひとりに合わせたサービスをお届けします。

レンタル商品ベスト３

置くだけの
手すりで
転倒予防

http://homeinstead.duskin.jp
詳しくはHPをご覧ください！ ホームインステッド

http://healthrent.duskin.jp
詳しくはHPをご覧ください！ ダスキンヘルスレント

詳しくは

またはお客様係まで

ダスキンギフトカード

POINT1

POINT2

POINT3

約3,500アイテムの充実のラインアップ！

お客様にぴったりの商品をお届け。レンタル商品のお試しが可能！

介護保険制度の活用によりレンタル料金の負担が少なく
ご利用いただけます。 北海道から沖縄まで全国141店舗（2016年1月現在）お気軽にお問い合わせください。

手すり1

立ち上がりや
介助もラクな
電動ベッド

電動ベッド2

座位が安定する
車いす

車いす3

ギフト

ホ ー ムインステッド

【ダスキンギフトカード】◎9種類から選べます。

【キレイにこだわったお掃除セット】

「家事」「介護」「認知症のケア」を365日24時間ご提供します。

◎出産の内祝いに 
◎子育てを頑張る娘さんに
◎いつも頑張るお母さんに

※ギフトのセット内容やパッケージは
　予告なく変更になる場合があります。

のし紙・包装紙・
お届け先・着日指定を
お選びいただけます。

他にもギフトをご用意しております。
詳しくはお客様係まで

〈キッチンクリーニング〉

〈家事おてつだいサービス〉

エアコンクリーニング

浴室クリーニング

ダスキンのギフト①

※カードには有効期限がございます。※カードのクリーニング内容には対象条件がございます。

※ コンビニ支払いは、入金確認後の発送となり、入金確認まで最大14日かかる場合がございます。 またお届日の指定は出来
ませんので、お急ぎの場合、またはお届け日のご希望がある場合は、クレジットカード  支払い・代金引換をお選びください。

※ お支払い方法でクレジットカード支払い・代金引換を選ばれた場合、お届け日を指定いただけます。ご注文日の4日後以降
でお好きな日にちをお選びください。

※ 贈り先様送りの場合は、お支払い方法で代金引換は選択できません。

1台

1室

キッチンクリーニング
1ヵ所

12,960円

1. 2. 3. 4.

2台

21,600円

10,000円

フィルター自動お掃除機能付き
エアコンクリーニング 23,760円

水耕生活ギフト 22,118円

17,280円

17,280円
レンジフードクリーニング
1台

選んで使える
おそうじギフトカード 18,360円

家事おてつだいサービス
1時間 5,400円

ダスキンのギフト②

NEW

NEW

NEW

ギフトカードのご注文方法

ダスキンのホームページからお申し込みいただくか、お電話でお申し込みいただければ、
指定いただいたお届け先へギフトカードをお届けします。

　お申し込み

ホームページ 電話

　お届け先選択

贈り先様 ご自宅

　お支払い方法

クレジット
カード払い

代金引換 コンビニ
支払い

　配達

希望お届け先へ配達

ホームページでお申し込み　

http://www.duskin-gift.jp/
電話でお申し込み　

0120-100-503

家事や介護など、ご家族に代わってお手伝い。

自立と介助のための福祉用具をレンタル・販売。介護保険申請もご相談ください。

ヘ ル スレント

適切な福祉用具のレンタルと販売でお手伝い。

身のまわりのお世話から心のケアまで、
２つのサービスでお手伝いします。

サービスメニュー

ご高齢者とご家族のお困りごとは、さまざま。
ダスキンのシニアケアは、
お客様に応じたお手伝いをいたします。

贈られて、今度は自分で買いたくなった商品でした。

お義母さんもお義父さんも本当に喜んでくれました。

「　　」はダスキン会員サイト「DDuet」からの抜粋です（個人の感想）

ギフトカード受注センター
（9:00~19:00/日・祝日は除く）

※レンタル実績件数より（2015年1月～12月）
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私たちがベビー用品をレンタルした理由

そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス

OTHER SERVICES
その他のサービス

ミスタードーナツ

社会への取り組み

インターネットで
24時間気軽に
お申し込み

使うときだけ
かしこく
レンタル

徹底した
商品管理で
安心レンタル

ベビー用品

トラベル用品

先輩ママの耳より情報

購入するより
安いから！

ベビー用品って、あれもこれもって
揃えてたら結構お金がかかっちゃう。
ずっと使うものでもないのに。
だから、「安い」って正直ウレシイ！
「A型タイプベビーカー」を6ヵ月レンタル

実は、ベビー用品にレンタルがある
ことを初めは知らなかったんです。
会社の先輩が教えてくれて。
実際に、安くてびっくり。
「ベビーバス」を1ヵ月レンタル

借りてよかったー！

レンタル

レンタル・販売

※「かしてネッと」お申し込み集計
　（集計期間：2015年11月1日～11月30日）

※「かしてネッと」お客様の声より抜粋
　（個人の感想です）

「障がいのある方の自立と社会参加」
を目指して、障がいのある方を海外に
派遣する「ダスキン障害者リーダー育
成海外研修派遣事業」などの活動を
行っています。

公益財団法人
ダスキン愛の輪基金

「身近に、未来に、エコのタネまき。」という環
境スローガンのもと、全国各地のイベント会場
などで行っているゴミ拾い活動です。ダスキン
がお世話になっている身近な街を、皆様ととも
にキレイにできればとの想いから始まりました。

クリーンアップ
マイタウン

「掃除を通して子どもたちの力を伸ばし
たい」との想いから、教員セミナーや出
前授業、教育支援カリキュラムなどを
通して、学校教育支援活動に取り組
んでいます。

学校教育
支援活動

詳しくはHPをご覧ください！ かしてネッと

ダスキンレントオール

使う時だけあればいい。レンタルというかしこい選択。

ダスキンは、あなたのよりよい暮らしを
トータルにお手伝いしています。

ベビー用品からトラベル用品、各種イベント用品まで、幅広い品揃えで便利で快適な暮らしを応援します。

おもてなしの心にやさしい笑顔を添えて日本全国へおいしい感動をお届けしています。

レンタル・販売商品

●ベビーベッド　●チャイルドシート　
●ベビーラック・チェア　●スケール・バス　
●ベビーカー　●お部屋・安全用品　
●お宮参り・セレモニー用品

販売（買い取り特典あり）

●ベビーベッド  ●チャイルドシート  ●ベビーラック

借りてよかった！
人気レンタル商品ランキングBest3

サークルベッド1

立ちベッド2

チャイルド
シート

3

ベビー用品レンタル

フードグループ

「おいしい」が奏でる、やさしいひとときを全国へ。

手づくりドーナツと
多彩なメニュー。

カフェデュモンド
ニューオリンズ生まれの
カフェオレと
ベニエのお店。

かつアンドかつ
ご家族で楽しめる
とんかつレストラン。

ザ・どん
新鮮素材にこだわる
どんぶり専門店。
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フードグループ

「おいしい」が奏でる、やさしいひとときを全国へ。

手づくりドーナツと
多彩なメニュー。

カフェデュモンド
ニューオリンズ生まれの
カフェオレと
ベニエのお店。

かつアンドかつ
ご家族で楽しめる
とんかつレストラン。

ザ・どん
新鮮素材にこだわる
どんぶり専門店。



●商品・サービスのお申し込みは

ダスキンのご 利 用 方 法

ダスキンフランチャイズチェーン加盟店

クリーン・ケア営業本部

CC160212

www.duskin.co.jp

※表示料金（価格）は、消費税8％を含む総額表示となっています。 ※消費税の円未満の端数処理により、表示価格と領収金額が異なる場合
がございます。 ※地域やお店によっては表示料金（価格）が異なる場合や、一部商品・サービスを取り扱っていない場合がございますので、ご了
承ください。 ※写真・イラストのカラーやイメージが実際と多少異なる場合がございます。 ※作業方法は写真と異なる場合がございます。 ※商
品・サービスは、予告なしにデザインや仕様、料金（価格）の変更や販売を中止することがございますので、ご了承ください。 ※商品は必ず使用上
の注意を確認してお使いください。詳しくはお客様係にお問い合わせください。 ※商品は多数ご用意しておりますが、万が一品切れの際はご容赦
ください。 ※サービスカーの駐車スペースのご用意をお願いします。駐車できない場合は、有料駐車場を利用させていただきます。その場合、駐車
料金をご負担いただきます。 ※場合によりサービスできないことがございます。 ※お掃除サービスでは、一部完全に除去できない汚れや素材によ
ってはクリーニングできない部位がございますので、あらかじめご了承ください。

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】
お客様の個人情報は商品のお届けや回収、サービスの提供に利
用させていただきます。また後日商品やサービスのご案内をさせてい
ただく場合があります。なお、お預かりした個人情報はダスキングル
ープと加盟店の範囲内で利用させていただきます。個人情報に関
するお問い合わせや、ご自身の個人情報の開示・訂正・利用停止
については、ダスキンコールセンターまでご連絡ください。
ダスキンコールセンター：0120-100100 カタログ有効期限：2017年3月31日（金）

商品をお届け・交換 「定期レンタル」
4週間に1度、商品の交換に伺います。

おそうじ・家事代行など 「定期サービス」
決まったサイクルでサービスに伺います。

お客様係がご自宅まで商品をお届け お客様係がご自宅に訪問・お見積り

お客様係がお申し込みいただいた商品を

定期的にお届けします。

料金は商品のお届けの際にお支払いください。

定期レンタル商品は、

クレジットカード払いも可能です。

レンタル商品をお申し込みの場合

レンタル

定期補充

定期的に商品を交換

定期的に消耗品・薬剤を補充

サービスをお申し込みの場合

※定期レンタル商品は、クレジットカード払いが、
　一部対応できない店舗もありますので、
　事前にご相談ください。

お客様係が訪問のうえ、ご要望などをお聞きし、

お見積りいたします。

サービスをお申し込みの場合、

お客様のご希望の日にサービスを実施いたします。

サービスについて不安やご質問も遠慮なく

担当店へご相談ください。

※クレジットカード払いは、一部対応できない店舗もありますので、事前にご相談ください。
※サービスは、ご希望の日時にお伺いできない場合があります。

※3月15日～4月10日のお引越しは割引対象外
　となります。
※すでにお申し込みの方は、割引対象となりません。

※特典の内容は予告なしに変更する
　場合があります。
※他のキャンペーンとの併用はできません。
※特典1～4の有効期限2017年3月31日
　迄となります。

サカイ引越しセンターの
引越し基本料金が

20％以上
OFF

※エアコンクリーニングは除く。

入退居時のおそうじや
害虫駆除が

5％OFF

特典
1

特典
2

※対象商品（ご家庭向けモップ類・マット・
　キッチンフィルター・浄水器・空気清浄機）を
　4週間の契約金額が313円（税込）以上で、
　かつ9ヵ月以上の定期利用が条件となります。

お引越し後も対象商品を
レンタル契約いただくと
台所用スポンジ

3色セット抗菌タイプSを

プレゼント！

特典
3

【指定商品】おいしい水プチ2・おいしい水プラス+・
おいしい水アルファ・シャワーヘッド型浄水器浴室用・
レンジフードフィルター・換気扇フィルター・
クリーン空感ミニ

お引越し後も
指定商品の継続利用で

特典
4

お引越しされる
お客様へ
ダスキンの
4つの特典※

部材・取付費などが

無料！


