
3.

2. ヤシ油を原料にした天然系。手肌に優

肌を整える●

● 肌の水分を保つ

● 健康な肌に戻す

使用後はよく洗い、ハンドクリームな

どでのお手入れをおすすめします。

原液でお使いの場合は炊事用手袋をお

野菜・果物を洗う場合は５分以上浸け

たままにしないでください。

・

・

・

使いください。

特長

1.

ハーブエキスを配合。

　＜ご注意ください＞

・ 幼児のシャボン玉遊びに注意し、手の

届く所に置かないでください。

・ 飲み物ではありません。保管場所にご

注意ください。
ダスキン台所用洗剤は

台所用洗剤

取扱説明書

ヤシ油由来の主原料に●

台所用洗剤は、台所用スポンジと●

しいハーブを配合。

油汚れに強いタイプです。

効果的です。

4. すばやい泡切れで、洗い流しが簡

単。

5. 着色料・香料は使用していません。

セットで使用していただくとより

カモマイル、フキタンポポ

コンパクトなので、置場に困りません。

マリーゴールド、バーチ葉

マーシュマロー、シーウィードスペシャル

使いこなし情報



つぶして小さく捨てられる紙パック容

器。４倍希釈の濃縮タイプなので、紙

パック１箱でボトル４本分の洗剤液に。

１回ずつ捨てることがなく、気になる

ゴミも今までの４分の１ですみます。

◎

洗剤です。

ボトルはおしゃれなデザインで持ち

台所用濃縮洗剤

取扱説明書

◎

ヤシ油を主原料に、無香料、●

無着色。

（500ｍｌ紙パック）

薄めて使う濃縮タイプ

香料、着色料を使わない無色透明の

ダスキン台所用濃縮洗剤は

●

でＯＫ。

サラッとした液で泡立ちがよく、しつ◎

た、泡切れがよく、サッとすすぐだけ

こい油汚れもすっきり落とします。ま

※希釈ボトルに詰め替えてご使用ください

特長

◎

やすいサイズ。すべり止め付きです。

していますので、肌荒れが心配な方に

保湿剤「リピジュア」配合で、手荒れ

を防止します。また、天然原料を使用

も安心。

◎



1.

　漂白（茶シブ、シミ）

激臭もなく、色柄物のふきん・おしぼ

白剤です。

◎

の効果があります。

ルミ、金属製の容器器具、漆器には使

い。容器が破裂することがあります。

熱湯では使用できません。

冷水よりもぬるま湯（30℃～502.

香料は入っていません。

ルせず、手におだやか。ツンとする刺

酸素系ですから、手軽に使え、ヌルヌ

つけておくだけで、漂白、除菌、消臭

　＜ご注意ください＞

特長

◎

毛、絹の繊維製品、水や洗剤で色が出・

ダスキン台所用漂白剤は

台所用なので酵素、ブルーイング剤、

◎

台所用漂白剤

取扱説明書

ツンとするニオイもなく、●

手肌におだやか。

すすぎも簡単。

・

用できません。

るもの、含金属染料で染めたもの、ア

密閉した容器では使用しないでくださ

あと水ですすぎます。

使いこなし情報

・

よく溶かし、３０分ぐらい浸した

（汚れのひどいときは少し長めに）

℃）の方が早く効果が出ます。

繊維自体が変質して黄ばんだもの

は漂白剤でも元に戻りません。

　除菌（生ゴミ入れ、まな板）

　消臭（水筒、生ゴミ）

りなどにも使え、生地を傷めにくい漂



クリームクレンザー

取扱説明書

きめ細かな２種類の研磨●

粒子でピカピカに。

　＜ご注意ください＞

特長

◎

クリームクレンザーには研磨材が入っ・

ダスキンクリームクレンザーは
てください。もし出口が固まったた場

車用のコンパウンドとして使用しない

安全性には十分に配慮した製品です。LASや

◎

バーチ葉、カミツレ、メリッサ、ローズマリ

ー、ワレリアナの5種類のハーブエキス配合

避けください。

かく、細かい粒子です。

着色料・香料は使用していません。

ています。ふたを開け放しにしておく

と、出口が固まったりするので注意し

合、竹グシなどで突き刺し、固まった

1. 洗面台やタイルなどの陶器類の水ジミ、

水洗便器の汚れや、黄ばみなど、取れに

くい汚れはジーンズの布地を使用すると

歯ブラシなどを使うと取りやすくなりま

3.

場合は、使用後しっかり水拭きをして仕

上げます。

一層効果的です。

タイルの目地や調理器具の隅など、取れ2.

にくい汚れにはキッチンブラシや不要の

す。

ガスレンジまわりなど水で洗い流せない

・ プラスチック、塗装面、テフロン加工

などの傷のつきやすい所への使用はお

・

でください。車用のコンパウンドはは

クリームクレンザーの研磨材より柔ら

所を拭き取ってからご使用ください。

で手肌にやさしい洗剤です。

どに使う場合も最適です。

適度な粘性でスポンジに取りやすく、壁面な

◎ 粒径の違う2種類の研磨材を配合し、幅広い

汚れに対応。しかも傷つけにくい商品です。

◎

ABS、リン酸塩は一切使用しておりませんの

で、安心してお使いいただけます。

◎

使いこなし情報



・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

には使用できません。

使いこなし情報

汚れに直接スプレーし、乾いた布または固く絞っ

た布で拭き取ります。

いて取りやすくなります。

5. ガスレンジのつまみは、ふきんにつけて拭き

ます。溝の奥には、古歯ブラシが便利。

室内で使用の場合は換気をよくしてください。

フッ素コートや換気扇フード等の塗装面やアル
ミ、銅、真ちゅう製品は、はげたり変色するこ
とがあるので、目立たないところで試してから
手早く掃除してください。

高い場所は、布などにつけて拭いてください。

◎ オレンジオイル配合で、使い心地も快適です。

2. こびりついた油汚れには、スプレーしてからラッ

プなどでしばらく（10～15分）覆うと汚れが浮

1.

◎

◎ 洗浄活性成分の働きで、ガンコな油汚れを強力に

落とします。
こむようにして汚れを拭き取ります。

ダスキン油汚れ用洗剤は

油汚れ用洗剤

取扱説明書

ベトベトの油汚れも楽に●

落とします。

幼児の手の届かないところに保管してください。

皮膚についた場合は、充分に水で流してくださ
い。万一、目に入った場合は水で１５分以上洗
い流し、飲み込んだ場合は水を多量に飲ませる
などの処置をし、医師に相談してください。

吸い込み及び体に直接かからないように充分注
意してください。

　＜ご注意ください＞

特長

ニス、ワックス面と素木、カーペット、布など

容器の側面を強く握ってキャップを開けると、
液が飛び出すことがありますのでご注意くださ
い。

使用する際は、炊事用手袋をご使用ください。

汚れを落とした後は清拭きし、洗剤を取り除い
てください。

泡持ちがよくなり、液ダレも少なくなりました。

3. 汚れが落ちたら、水を固く絞ったぞうきんで

洗剤分を拭き取ってください。

4. ゴム管の油汚れには洗剤を布につけ、はさみ



果を発揮できないことがあります。

使いいただけます）。

スプレーしておきます。（湿った状態でもお

4. トイレの便座・ドアノブ・水タンクなど

にはトイレットペーパーに浸み込ませて

拭きます。

5. 電話・スイッチのまわりなどには、きれ

いなふきんまたはティッシュペーパーに

浸み込ませて拭きます。

3.

『食品添加物アルコール製剤』ですので、台

所まわりににも安心です。

食品・人体には直接かけないでください。

飲まないでください。

げます。月に一回は、庫内・食器棚のも

のを全部出して除菌しましょう。

アルコール除菌剤

取扱説明書

シュッと一吹きで簡単除菌。●

二度拭き不要

◎

効果で除菌します。

　＜ご注意ください＞

特長

◎

火気の近くでは使用しないでください。

衣類・皮・白木・水性ワックス塗布面・ペンキ・

・

ニス・アクリル・スチロールなどには使用しな

荒れ性の方は、炊事用手袋を使用してください。

食品自体の除菌には使用しないでください。

使用後は冷暗所に保管してください。

人に向けて噴射しないでください。

幼児の手の届くところに置かないでください。

いでください。

・

・

・

・

・

・

・

・

発酵アルコールと、食品添加物抗菌剤の相乗

使いこなし情報

1. スプレーした後、３０秒以上そのまま放置し

てください。すぐに拭き取りますと、十分効

2. 庖丁・まな板などの調理器具は、使い終わっ

た後、洗剤で洗いすすぎ、水気をよく切って

ダスキンアルコール除菌剤は

にスプレーして、気になる部分を拭きあ

食器棚・冷蔵庫などの塗装面は、ふきん



使用後は充分に水拭き、または水ですす

いでください。

2.

す。

五徳、グリルのガンコな汚れは古新聞を

流し台の上に置いて磨くと、力が逃げず

ラクにできます。

汚れている部分が少しの場合は、S.O.S

い）。

をハサミで２つに切って使うと経済的で

3.

ので、素材を傷つけにくく、安心してお使い

使いこなし情報

1. ちょっと水をつけてこするだけ。濡れている

漆器、プラスチック、ホーローなどの表面にキ

ズのつきやすいものには使用しないでください。

い。

サビが移らないように置き場所に注意してくだ

・

さい。

・ 磨いた後の鍋、食器類は、よくすすいでくださ

一度水で濡らしたものはサビを生じますので、・

・

・ 長時間使用される場合や、サビが生じている場

合は、炊事用手袋等をご使用ください。

2. スチールウールは、髪の毛のように柔らかい

いただけます。

ものには、乾いたままご使用ください（ステ

ンレスの場合は、目にそってこすってくださ

4.

落ちにくい「油汚れ」「こげつき」「煮こぼ

れ」「サビ」など簡単に落とします。

ダスキンS.O.Sは

S.O.S

取扱説明書

ガンコな汚れ落とし●

天然石けん付きスチールウ

ールタワシ風呂場のタイルなどに使った後は、サビがつく

のを防ぐために、必ずホースの水などで、よく

すすいでください。

塗装面、素木への使用は避けてください。

●

　＜ご注意ください＞

特長

1.

・



台所用スポンジを長持ちさせるコツ

● 洗いもの終了後、ぎゅっと握って水気・

洗剤分を切る。

●

台所用スポンジ抗菌タイプ

取扱説明書

商品！

特長

乾燥も早いベストヒット

保形成・耐久性に優れた仕様で、丈夫

中間層の細かな気泡スポンジが洗剤を

しっかりキャッチして、洗剤のムダ使

いを防ぎます。

水がかからない場所で「立てて」乾燥

させておく。

3. 洗う面は泡切れ・水切れに優れた大き

めの網目気泡で、乾燥が早く衛生的で

　＜ご注意ください＞

水分による劣化を防ぐために、使用後

機能

ダスキン独自の3層構造。グラスから

鍋までこれひとつで洗えます。

・

てください。

　利用してください】

併用は避けてください。

は水気をよく切り、立てて保管するか

網目気泡スポンジ面を下にして保管し

・ 不織布面のテフロン加工・ステンレス

漆器・プラスティック樹脂加工品・軟

質ホーローなど傷つきやすいものへの

ご使用はお避けください。

・

【古くなったスポンジは、フロア拭き

　や、半分に切って灰皿拭きなど二次

2.

4. 研磨材入りの特殊ナイロン不織布は磨

く力、耐久性にも優れています。

5. ちょっと大きめ、長めのサイズでグラ

1.

漂白剤、酸性、アルカリ性の洗剤との
ダスキン台所用スポンジ抗菌タイプは

水切れ、泡切れがよく、●

で長持ち、経済的です。

スの底まで洗えます。

す。



2.

水に濡らして拭くだけ。●

油汚れがみるみる落ちます。

洗剤いらずのエコ商品です。

◎

汚れを削り落とします。削り取ら

れた汚れは、ミクロ繊維１本１本

ついた汚れは、台所用洗剤等で簡単に

水に濡らして拭くだけで、洗剤を使わ

ずに油汚れが落ちます。炊飯器や電子

ダスキンフキペットは

◎ ニス等、表面塗装したものへのご使用

はお避け下さい。

◎ ガラス等、水滴が残る場合は、乾いた

布で空拭きして下さい。

った面に汚れが移りません。

＜ご注意ください＞

特長

1. ◎

フキペット

取扱説明書

いものにも。

頑固な油汚れには少量の洗剤を使うと◎

効果的です。

の表面に付着し、水が汚れを包み

込んで保持するため、キレイにな

ソフトはベロア調のミクロ繊維が、

ありません。

使い方情報

● 網戸のおそうじに

● ガラス窓のおそうじに

塩素系漂白剤のご使用は避けて下さい。

レンジ、冷蔵庫など洗剤を使いたくな

機能

落ちます。洗濯機洗いもでき、縮みも



抜群の吸水力。●

優れた吸水力とキレイな拭きあとが高く評

価され、ヨーロッパの主要自動車メーカー

の生産ラインで正式採用。出荷時の最終拭

器具類を運搬するトレイの極細粉塵除去に

使用されています。

吸水用ふきとりクロス(ドイツ製)

取扱説明書

特長

水まわりで大活躍。

拭きムラ、拭きあとのホコリなどがなく、

布製ぞうきんにはない抜群の吸水力で、キ

ッチン、洗面台、浴室等の拭きあげがラク

にできます。

　＜ご注意ください＞

使いこなし情報

トイレ、洗面台、浴室の拭きあげ、カビ予

防に

3.

・ 水またはお湯で濡らして、よく絞ってから

・

使用してください。水分を含むと吸水力が

落ちますが、再度絞ると戻ります。

ダスキン吸水用ふきとりクロスは
ついた汚れは洗い流してください。汚れが

・ 天然素材を使用していますので乾燥すると

・

窓やドアの結露取に。

鏡、ガラス、ホーロー製品、ステンレス等

2.

ひどい時は、中性洗剤で洗ってください。

の拭きあげ作業がすばやくできます。

塩素系漂白剤は使用しないでください。素

洗車の拭きあげに。

キッチンまわりでは、台所仕事の仕上げの

ほか、食器かごの下などに敷き、水切りと

して

鏡やガラスの掃除用として。

材を傷める原因となります。

固くなりますが、水分を含ませると再び元

燥が早く、雑菌の繁殖が少ないので衛生的。

十分に水分を切って乾かしてください。乾

の状態に戻ります

・

きあげで使用されています。また日本でも

半導体クリーンルーム内で使われる、精密

◎

◎

◎

◎

◎

1.



1.

などをおこすことがあります。異常を

薬品（弱酸、弱アルカリ等）および家2.

高濃度の薬品やガソリン・ベンジン類

庭用漂白剤・油類がついた場合は、劣

天然ゴム手袋は土中に分解され、手に

汗をかいても手に貼りつ

かない裏起毛タイプ。

体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹

◎

天然ゴム手袋

取扱説明書

◎

手荒れのしにくい脱タン●

パク質処理済み。

手にフィットして細かい

天然ゴム(SeLatex)を使用しています。

●

●

3.

はもちろん環境にもやさしいのが魅力

です。

ンパク質をほとんど分解除去している

丈夫で柔らかな天然ゴムを使用。手に

◎ クリネーション加工による表面の凹凸

で脱着がスムーズです。

◎ 純度の高い天然ゴム製。真冬の寒さで

作業もしやすい。

＜使用上の注意＞

ムーズにできます。

特長

ぴったりとフィット。細かい作業もス

ダスキン天然ゴム手袋は

化を早めますので、使用後はよく洗い

感じたら使用を中止してください。

流してください。

の使用はさけてください。

使用後は、汚れや洗剤等をよく洗い落

として室内に陰干ししてください。

タイプです

手荒れの原因のひとつとされているタ

指先と手のひらにはすべり止め加工を◎

施し、食器などがつかみやすくなって

います。

◎ 汗をかいても手に貼りつかない裏起毛

◎

もかたくなりません。

◎ ひっかきや引き裂き、熱にも強く、丈

夫です。



4. たまった汚れ落としににも。

しかも経済的です。

・

油汚れの強いコンロ、レンジまわりな

タンス類、白木、車の表面には使用し

・

軽くこすってください。

汚れの拭き取りには力を入れすぎずに、

どに使用しなしでください。

トの茶しぶ、湯アカもキレイに。

高密度メラミン採用で、湯のみやポッ

３分割して使えるので、細かい部分に

にも便利。

つやが消える恐れがあるので、ピアノ、

◎ 水が使えないエアコン・ストーブなど

の電化製品にも最適です。

　＜ご注意ください＞

特長

◎

尖ったものや角にメラミンスポンジが・

ダスキンエコスポンジ・ミニは
メラミンスポンジがつぶれますので、

でください。

洗剤を使わずに汚れを落とすので流す

◎

エコスポンジ・ミニ

取扱説明書

水で濡らしてこするだけ。●

洗剤なしで驚くほどキレ

イに！

使いこなし情報

・

引っかかると裂けるので気をつけてく

ださい。

◎

1. ガンコな茶しぶ落としに。

3.

シンクや蛇口の水アカに。2.

石けんカスが落ちにくい所に。

水で環境を汚しません。



キッチンのお掃除はいきなり洗剤2.

ガンコな汚れだけ、油汚れ用洗剤

◎

クリーナークロスキッチン用

取扱説明書

油汚れもおまかせ。●

厚手の使い捨てクロス

人体には使用しないでください。

　＜ご注意ください＞

特長

水に流せません・

・

らゆる汚れに。

使いこなし情報

り、後片づけも不要です。

・ ご使用後は乾燥を防ぐため、シールを

必ず閉めてください。

1. ガスレンジ、まわりの壁、オーブ◎

心地。

◎

り破れたりしないよう、取り出し口を

大きめにして、一枚一枚確実に取り出

せます。

拭きではなく、最初に全体をクリ

ーナークロスキッチン用で拭いて

おきましょう。取り切れなかった

ン、冷蔵庫についた油汚れやベタ

ベタする汚れなど、キッチンのあ

引き出している最中にクロスが切れた

ベタつきの残らないサラッとした使い

めんどうな拭き掃除をスピーディに。

使い捨てのできる不織布を使用してお

ダスキンクリーナークロスキッチン用は

で落とせばいいので効果的です。

◎

収納に便利なコンパクトサイズ。

厚手のクロスですので、一枚でガスレ

◎

ンジが十分にお掃除できます。



機能

特長

◎

します。

◎

脱臭剤においぶぎょう

取扱説明書

◎

ニオイうつりを防いで、冷●

蔵庫はいつも気持ちよく。

（冷蔵庫用・冷凍庫用）

スピーディにニオイをとり、

おいしい氷をつくります。

をすばやく脱臭。魚介類の腐敗臭まで 使用できます。

環境にやさしい商品です。

ままに、中身だけを定期的に交換する

◎

とり除き、食品の風味は残します。

特殊加工の活性炭が冷蔵庫内のにおい

ドアを開けた瞬間に感じる不快なにお

いを根こそぎカットします。

ダスキンにおいぶぎょうは

●

◎

◎ 交換時期は、容器に貼ってある交換月シール

に記入できます。（冷凍庫用）

※冷蔵庫用と冷凍庫用を一緒にしたお

得なセットもあります

◎ 活性炭で野菜の腐敗臭を吸着脱臭し、さらに

活性炭の表面に酸加工を施してあり、吸着し

た魚介類のニオイを中和・脱臭します。

低温での脱臭効果を高めるために、通気性の◎

よい不織布の中に薬剤を微粒子状にして入れ

ています。

◎ 小窓の緑が見えなくなったら中身だけ

取り替えてください。

冷蔵庫用 冷凍庫用

◎ 場所をとらないコンパクトタイプ。

８０リットルの大容量の冷凍庫まで

◎ 氷がニオイを吸収するのを防いで、

おいしい氷にします。

低温でもいやなニオイを確実に脱臭

有効期限は約３～４ヶ月。容器はその



機能

特長

1.

3.

食器拭きあげクロス

取扱説明書

2.

水気もすばやく吸収し、●

拭きあとやケバも残らな

いので清潔。

超極細繊維で、グラスや

せん。 もりもキレイに拭きとれます。

食器を拭いた後、表面にケバを残しま

吸水性が高く、食器に残った水分をす

ばやく吸い取ります。

ダスキン食器拭きあげクロスは

●

に吸水性に優れています。

金属製のカトラリーなど

のくもりも拭き取り、ピ

カピカに輝きます。

れます。

◎ 長繊維なので、食器を拭いた後、表面

にケバが残りません。

  ※鏡を拭くとピカピカになります。

◎ 断面積が髪の毛の約1,000分の1とい

うポリエステル超極細繊維を使用して

いるので、無綿やレーヨンと同じよう

とても細かいエッジを持った超極細繊◎

維なので、グラスや金属についた落ち

にくい油膜やくもりもキレイに拭き取

4. 縮みや型くずれが少なく、速乾性に

も優れています。

グラスや金属の落ちにくい油膜やく



濡らしたままの放置は避けてください。

ているので表面積が大きく、たっぷり

汚れ・水分を吸いとります。また、毛

足が長く、汚れが基布につかないので、

ついた汚れは簡単に洗い流せます。

毛足が長いボア織り。

　＜ご注意ください＞

機能

吸水性のよいレーヨン１００％の素材

を使用し、さらにボア織り加工を施し

・ 塩素系漂白剤は使用しなしでください。

・ 酸素系漂白剤を使用される場合は、標

準使用濃度を必ず守り、温度は40℃～

ダスキンレンジまわりふきんは

＜酸素系漂白剤での漂白のしかた＞

・ タンブラー乾燥機は使用しないでくだ

50℃くらいに抑えてください。

・

1.40℃～50℃のぬるま湯

2.漂白剤

3.ふきん

の順に入れ、30分ぐらい浸けておいてください。

※長時間浸けすぎると素材を傷めます。

1.

い。

特長

レンジまわりふきん

取扱説明書

レイに。

て拭くだけで油汚れをキ

ふちは、バイヤステープをそえてナイ

レンジまわりの油汚れや調味料の汚れ

もサッとひと拭きで落とせます。

ロン糸でかがり、さらに本縫いでおさ

2.

えていますので、ほつれにくくなって

調理後すぐに水に濡らし●

3. ついた汚れは水洗いすると簡単に洗い

います。

流せます。１枚仕上げになっているの

で乾きがはやく、衛生的です。



お湯をかけても変形などせず、水切れ

取りつけが簡単なゴムつきで、ゴミが◎

捨てやすくなっています。

1.

強く引っ張ったり、尖ったものを引っ2.

掛けると、やぶれる恐れがあります。

丈夫で伸縮性にすぐれているので、き

りフィット。

キトサン加工でヌメリや

◎ 燃えるゴミとして捨てられます。

特長

なゴミまで取ります。

ダスキン天然抗菌・水切りネットは

悪臭を防ぎます。

きます。（周囲が50cmのものまで）

（20枚入り） 浅型（20枚入り）

火のそばに置かないでください。

◎

天然抗菌・水切りネット

取扱説明書

◎

細かなゴミをしっかりキ●

ャッチ。

ゴム入りで三角コーナー

くなります。

●

●

っちり結んで捨てられます

がよく、ゴミ受け容器のヌメリが少な

目が細かく、二重底タイプなので小さ

やバスケットにもぴった

＜使用上の注意＞

◎ 排水口、三角コーナーの両方に使用で

◎

りやニオイの原因である雑菌の繁殖を

抑制します。

◎ 天然抗菌剤キトサン処理により、ぬめ



＜使用上の注意＞

い。放置すると傷むことがあります。

少ない洗剤量でしっかりお洗濯できます。

●

●

●

● 荒れ性の方や原液で使う場合は炊事用の手

入れしてください。

倒れやすい場所には置かないでください

子供の手の届く所には置かないでください。

使用後はよく手を洗い、クリーム等でお手

●

洗濯用洗剤

取扱説明書

W酵素パワーで汗ジミや●

襟アマ汚れにも効果抜群！

ダスキン洗濯用洗剤は

袋を使用してください。

1.

2. 主成分は植物系原料で、衣類や肌、また環境

にもやさしい。

もしっかりと洗浄します。

3. たんぱく質を分解する酵素に加え脂質を分解

する２つの酵素でハードな汚れや汗のニオイ

特長

部屋干しのイヤなニオイを防ぐ除菌剤配合。5.

粉末のように衣類に洗剤が残らないので安心です。

液体だから、冷たい水でも溶け残しがありません。7.

6. 泡立ちを抑えるように改良したので、すすぎ

4.

が早く済み、節水や節電につながります。さ

らに泡が少ないので節水型洗濯機（ドラム式）

にも適しています。

片手でカンタンに計量できる、キャップ付き。

ボトルの横が半透明で、残量が確認できます。

8.

繊維はもちろん、デリケートな生成りや淡色

洗濯機のフタなどのプラスチックの部分に

原液がついたときは水で拭き取ってくださ

系の繊維にも安心してご使用いただけます。

蛍光剤を使用していないため、綿、麻、合成



2. 防汚剤配合で洗濯を繰り返していくう

ちに起こる黄ばみや黒ずみを防止。静

タオルや肌着に使っても快適です。

3. １回の使用量は今までより少量なのに、

ふっくらやわらか。吸収性も損なわず、

●

入浴剤が入ったお湯で使用しないでくださ

1.

柔軟仕上げ剤

取扱説明書

ふっくら仕上げて静電気●

やケバ立ちを防ぎます。

● 保管の際、高温になる所や直射日光の当た

る所に長時間置いておくと粘度が上がった

い。変色する場合があります。

幼児の手の届かない所に置いてください。

接かけないでください。

すすぎの水がキレイになったら7.0kg

洗濯機で15mlを投入（全自動洗濯機

●

●

●

●

上手な使い方

洗濯機の場合

手洗いの場合

このとき、手でかき混ぜると効果的。

その後、絞って干します。

洗剤や漂白剤とは一緒に使用しないでくだ

特長

さい。

れておく）。約３分間かくはんし、脱

は事前に柔軟剤投入口に必要な量を入

用途以外には使用しないでください。

使用時は本品をよく溶かし、衣類などに直

◎ 手洗いの際にも使用可能。すすぎの水

がキレイになったら水量１０リットル

２ｍｌを入れて、約３分間浸します。

抗菌剤配合で、室内干しや生乾きのイ

＜使用上の注意＞

ダスキン柔軟仕上げ剤は

◎
ヤなニオイを防ぎます。

水して干します。

● 原液が洗濯機のフタについた時は、水です

ぐ拭き取ってください。

り、黄変する場合があります。

電気の発生を抑えるので、静電気によ

る黒ずみも防ぎます。

4. やさしいフローラルの香りです。



位まではり、キャップ１０杯ほど入

・

・

◎

◎

塩素系漂白剤のような“生地をいため

る”“手がヌルヌルする”ことはあり

酵素配合なので、汚れの中でのタンパ

ません。

ク質系の汚れ（血液、ミルク、食べ汚

色・柄・化学繊維にも使えます。

よく溶かしてからご使用ください。

れて洗います。お湯で洗う方がより

原料の過炭酸ナトリウムが分解され、

漂白効果が低下します。

ください。また混紡のものも同じです。

れ、１０～２０分くらい回します。

効果的です。

の温水の方が良い）に必要量を入れ、

　＜ご注意ください＞

特長

◎

ご使用後はよくすすいでください。す・

ダスキン洗濯用漂白剤は

◎

洗濯用漂白剤

取扱説明書

素材を傷めにくい酸素系。●

シミ・黄ばみを漂白。

・

使いこなし情報

・

（酸素系）

すぎ時間は５分くらいでOKです。

絹、ウール等の動物繊維を使用したも

直射日光を避けてください。紫外線で

衣類には直接ふりかけないでください。

のへの使用は、黄ばみますのでお避け

1. 洗濯時は洗濯用洗剤といっしょに入

3.

シミ抜きは２Ｌの水（30℃～50℃2.

洗濯槽洗浄の場合、ぬるま湯を高水
し）を分解し、落とします。

除菌効果があり、仕上がりは衛生的。
30～60分浸した後、5分間流水で

すすいでください。

そのまま一晩おいて、もう一度１０

～２０分くらい回すと、黒い水アカ

がどんどんはがれて出てきます。



2. スプレー式なのでガンコな汚れにサッ

とひと吹きで手軽に使えます。

●

使いこなし情報

靴用（布製）洗剤としてもご使用いた

だけます。

特長

●

部分汚れ用洗剤をスプレーした洗濯物

1.

部分汚れ用洗剤

取扱説明書

洗濯する前にスプレーし、●

色物に使用する場合は、染色がしっか

◎ ガンコな汚れの場合は、スプレーした

後少しもみ洗いしてから洗濯をしてく

ださい。
石けんが主成分ですので、手肌にやさ

＜使用上の注意＞

ダスキン部分汚れ用洗剤は

軽くこするだけでOK！

※果物のシミは酸性やアルカリ性の洗剤を

使用すると、化学反応を起こし着色する恐

間にわたって浸けておくことはお避け

ください。

と一緒に洗うことは可能ですが、長時

り仕上げられていない物は、色落ちす

ることがあるので、目立たない所で試

部分汚れにスプレーして、５分ほどお

いてから洗濯すると、より効果的です。

◎

しいタイプです。

◎

してから使用してください。

れがあります。この場合は部分汚れ用洗剤

は適しませんので、「高級衣料用つけおき

洗剤」､｢台所用洗剤」などの中性洗剤で洗

い、それでも汚れが取れない場合は「洗濯

用漂白剤（酸素系）」を使用してください。



・

・

・

・

・

・

・

使用後は、手をよく水洗いしてください。

け目立たない部分で確かめてからご使用くださ
い。

さい。（温便座に使用する場合は、必ず電源

容器の側面を強く持ってキャップを開けると、
液が飛び出すことがあります。

スプレーした液が目に入らないよう注意してく
ださい。（高いところは、布などにスプレーし
てお使いください）。

塗装やワックスを塗布した床には直接使用をさ

（べりーの香り）
便座に使用した場合は、後で水拭きをしてくだ

を切ってからご使用ください。また直接スプレ
ーしないでください）。

紙・布・繊維・しっくいの壁、白木、その他水
がしみ込む素材のもの、大理石などの天然石の
床・壁などには使用できません。

幼児のシャボン玉遊びに注意し、手の届く所に
置かないでください。

便座やドアノブなどは、布に軽くスプ

レーして拭くだけでしっかり除菌・洗

スプレーして便座を拭きます。水

ーして、水で固く絞った「吸水用

ふきとりクロス」またはぞうきん

で拭きあげます。

りクロス」またはぞうきんに軽く

　＜ご注意ください＞

特長

◎

　ダスキントイレ用除菌・洗浄・消臭剤は

ーの香りが悪臭物質を包み込み、イヤ

◎

トイレ用除菌・洗浄・消臭剤

取扱説明書

床や便座、ドアノブまで、●

除菌・洗浄・消臭の１本

３役

上手な使い方

浄ができます。

とスプレー。甘酸っぱいミックスベリ

1. 水で固く絞った　「吸水用ふきと

トイレの床や壁には、直接スプレ2.

なニオイを消します。

トイレ使用後、便器をあげてシューっ

拭きを忘れずに。



●

●

◎

度が高く、たれにくいから、便器にしっ

ご使用いただけます。

3. 「トイレブラシ」で汚れをこすり落

とす。

金属部分、タイルの目地などに原液を

ください。

「酸」の力で強力な洗浄力を発揮。粘◎

すぐれています。刺激臭がなく、シト

ラス系のいい香りです。

かり付着して汚れを分解します。

トイレタンクの手洗いボウルなどにも

透し、便器をキレイにします。

酸を使用。塩酸タイプよりも安全性に

し尿浄化槽のある場合は、標準使用量

4. タンクの元栓をあけ、水を流せば完了。

食品添加物にも使用されているクエン

＜使用上の注意＞

ダスキントイレ用洗浄剤は

2.

●

●

上手な使い方

タンクの元栓を閉めて水を流し、便器

の中を空にする。

特長

等塩素化合物を含む洗浄剤との併用・

を厳守してください。

洗剤をかけたまま長時間放置しないで

洗剤をかけて、上からトイレットペ

ーパーをはりつけ、10～15分おく。

1.

●

塩素系漂白剤、次亜塩素酸ナトリウム

◎

トイレ用洗浄剤

取扱説明書

汚れにかけて待って流すだけ。●

洗浄力の高い酸がじっくり浸

大理石は傷みやすいのでご使用を避け

てください。

混合は避けてください。

便座には使用しないでください。

●

直接ふりかけるのは避けてください。

●



用途両面使えます。

えると、均一にこすれます。

陶器・磁気タイルのトイレや浴室の床

ことがあります。

ポリエステル素材とセラミックス微粒

とのできない汚れの最終手段！

みに効果を発揮。

陶器製のトイレ便器・手洗い・洗面台

どうしても落ちないこびりつき、黄ば

使用方法

少量の水をつけながら、汚れ部分を軽

くこすります。

特長

両面に加工が施してあるので裏、表

3. 広い部分をこする場合は、あて木を添

部分的に力を入れてゴシゴシこすらな

◎

耐水用サンドペーパー

取扱説明書

トイレの黄ばみをはじめ、洗●

剤ではどうしても落とすこと

テフロン加工等、用途以外には使用し

ないでください。

金属や塗装面、ガラス、プラスチック、

いでください。陶器等のつやを落とす

1.

＜使用上の注意＞

ダスキン耐水用サンドペーパーは

●

●

◎

水で濡らしてこすれば汚れや黄ばみが

しっかり落とせます。

子を使った網目状の耐水サンドペーパー

汚れが取れたら、水を流すか、水で固

く絞った布で拭き取ります。

2.

◎



・ ご使用後は乾燥を防ぐため、シールを

必ず閉めてください。

２度拭きのいらないサラッとした使用感です。

醸造用エチルアルコールと抗菌剤の相乗効果

で優れた除菌効果があります。

・

使用後のニオイの気にならない微香性です。

◎ 使用後はトイレに流せる水解紙を使用してい

ます。

女性の手がすっぽり収まるサイズです。

使用可能。テレビのリモコン、電

話、スイッチプレートなども拭く

だけで除菌できます。

ペーパーホルダー、手洗いボウル、

便器の外側、内側の順で使えば使

えば効果的かつ衛生的です。

使いこなし情報

除菌と洗浄の２つの効果があります。

人体には使用しないでください。

　＜ご注意ください＞

特長

◎

ダスキンクリーナークロス除菌用は

取り出し口を大きく広げ、無理なく簡単に取

◎

クリーナークロス除菌用

取扱説明書

洗浄剤付きで油汚れも落●

とす、使い捨てクロス

1. トイレで使う場合は、ドアノブ、

トイレだけでなく、リビングでも2.
◎

◎

◎

り出せます。

◎



トイレ用洗浄防汚剤

取扱説明書

手洗いボウルに置くだけ●

で洗浄・防汚

　＜ご注意ください＞

特長

◎

容器が浮き上がるくらい水がたまる場・

ダスキントイレ用洗浄防汚剤は
調節してください。

薬剤が皮膚や衣服につかないようにご

なくなったことが目で見てわかるよう緑色を

◎

トイレタンクの手洗いボウルに置くだけ。ト

イレ使用後、水を流す際に洗浄し、同時に防

は保管しないでください。

3.

軽く右に回して蓋を閉めます。

※正しく閉められているか確認してください。

不織布シートを容器にのせ、薬剤の入っ2.

手洗い付きタンクの穴に容器の脚部を

薬剤をのせた容器と蓋の位置をあわせ

注意ください。

直射日光を避け、高温になるところに

汚成分が汚れをつきにくくし、ついた汚れを

落ちやすくします。

除菌効果で便器を清潔に保ちます。

(容器付)＆(補充用）

◎ 薬剤は浄化槽菌に影響を与えません。

◎

つけています。

す。

◎

仕様方法

◎ 使用回数は５００～６００回です。ただし、

水温・使用頻度等により変動します。

ている袋を開封して薬剤を容器の中央

にのせます。

4.

合、容器が転倒し穴をふさぎ水があふ

れる恐れがあるので、止水栓で水量を

1. 容器の蓋を軽く左にまわして開けます。

差し込んでセット完了です。

・ 使用中、さかさまにしたり横倒しにし

にしないでください。

・

・

・ 使用中は箱を保管してください。

コンパクトで手洗いの邪魔にならない容器で



・

・

・

・

・

・

・

・

・

6. 入浴後はあがり湯やシャワーをせず、乾燥が

入浴後はあがり湯やシャワーをせず、乾燥がちな

てください。

5. 使用後はキャップをよくふって粉末を落とし

2. キャップの内側の計量部分（中央の円柱部分）が

20ｇになります。

トレハロースがお肌のうるおいをにがしません。

てからカチッという感触まで閉めてください。

3. 保湿成分の配合により、若干しっとりした感

じの粉末です。

4. 粉が一度に出すぎないように少しずつ計量し

　＜ご注意ください＞

特長

入浴以外には使用しないでください。

残り湯を洗濯にお使いになる場合は、すすぎは
きれいなお水をお使いください。色が移ること
がありますので、柔軟剤、高級衣料つけおき洗
剤やカチオン系洗濯のりは、きれいな水ですす
いだ後に真水でご使用ください。おろしたての
衣料への使用は避けてください。

残り湯の植木等への散水は避けてください。

幼児の手の届かないところに置いてください。

1. 天然由来の香料を配合していますので、やさしい

香りでリラックスできます。

ダスキンリラックスアロマ入浴剤は

リラックスアロマ入浴剤

取扱説明書

天然アロマオイルの香りと●

トレハロースでリラックス

効果の高い入浴剤です。

2.

ではたくのもおすすめです。

3. 塩素除去もするのでお湯はマイルドです。

4. 有効成分の重曹・芒硝（ボウショウ）などが温浴

効果を高めます。

使いこなし情報

1. 浴槽のお湯（約180L）につき約20ｇを投入して

ください。

ちな腕や足にローションをつけるような感じ

開栓後はキャップをきっちり閉め、直射日光や
高温多湿の場所を避けて保管してください。

濁りタイプの入浴剤は時間がたつと浴槽底に沈
殿物が生じます。お年寄りや小さなお子様がす
べらないようご注意ください。

残り湯を長く浴槽に入れておくと底やまわりが
白くなることがありますが、お風呂用洗剤等で
洗い流すときれいになります。

配合成分は浴槽や風呂釜を傷めません。

循環式風呂釜の場合、掃除の際になるべく循環
部に水を流しこんで洗浄してください。



・

・

・

・

・

・

・

・

・

6. 入浴後はあがり湯やシャワーをせず、乾燥が

循環式風呂釜の場合、掃除の際になるべく循環
部に水を流しこんで洗浄してください。

5.

　＜ご注意ください＞

特長

入浴以外には使用しないでください。

残り湯を洗濯にお使いになる場合は、すすぎは
きれいなお水をお使いください。色が移ること

生薬甘草エキスが荒れたお肌を整えます。

ダスキンうるおい入浴剤は

うるおい入浴剤

取扱説明書

ホホバ油、ヒアルロン酸配●

合でスキンケア効果の高い

入浴剤です。

がありますので、柔軟剤、高級衣料つけおき洗
剤やカチオン系洗濯のりは、きれいな水ですす
いだ後に真水でご使用ください。おろしたての
衣料への使用は避けてください。

2.

ではたくのもおすすめです。

3. 天然由来の香料を使用したやさしい香りです。

4. 塩素も除去するのでお湯がマイルドになります。

有効成分の重曹・芒硝・生薬甘草が温浴効果を高

めます。

2. キャップの内側の計量部分（中央の円柱部分）が

20ｇになります。

使いこなし情報

1. 浴槽のお湯（約180L）につき約20ｇを投入して

ください。

で、乾燥から守ってくれます。

じの粉末です。

4.

残り湯の植木等への散水は避けてください。

幼児の手の届かないところに置いてください。

1. ホホバ油がお肌全体をベールで包んでくれる感じ

開栓後はキャップをきっちり閉め、直射日光や
高温多湿の場所を避けて保管してください。

濁りタイプの入浴剤は時間がたつと浴槽底に沈
殿物が生じます。お年寄りや小さなお子様がす
べらないようご注意ください。

残り湯を長く浴槽に入れておくと底やまわりが
白くなることがありますが、お風呂用洗剤等で
洗い流すときれいになります。

配合成分は浴槽や風呂釜を傷めません。

てからカチッという感触まで閉めてください。

ちな腕や足にローションをつけるような感じ

3. 保湿成分の配合により、若干しっとりした感

粉が一度に出すぎないように少しずつ計量し

てください。

5. 使用後はキャップをよくふって粉末を落とし



⇐乾燥している肌

うるおっている肌⇒

肌の皮脂膜がこわれ、セラ
ミドが流れ出し、肌の水分
が蒸発しています。

正常な肌の皮脂膜がセラミ
ド流出や水分の蒸発、外部
刺激からお肌を守ります。

注ぎ口をボトルの穴に差し込み、しぼり出して

ください。

当たるところには置かないでください。

・

すすぎ、よく乾かしてから詰め替えて

ください。

目に入った時はすぐに洗い流し、万一

飲み込んだ時は水を飲ませてください。

・

・

洗浄成分AMT配合で肌本来のうるおい残し、汚れ

だけを落とします。

セラミド配合で乾燥や刺激から肌を守り、洗い上

がりしっとり。

3.

●

のある泡で洗い上げます。

＜ボトル＞

＜ボトルの詰め替え方＞

身が出るまで数回押します。お湯を含ませたタ

無着色、パラベンフリー。4.

オルやスポンジなどに適量（ポンプを1～2回

押す）を出し、軽く泡立ててから洗います。

＜詰替用パックの開け方＞

パックの点線にそって切ってください。

　＜ご注意ください＞

・ お肌に異常があったり、お肌に合わな

い時は使用を中止してください。

特長

ポンプやボトルの汚れは必ずきれいに

・ 目に入らないように注意してください。

・ 乳幼児の手の届くところ、直射日光に ダスキンうるおいボディソープは

うるおいボディソープ

取扱説明書

別売の専用ポンプをセットして、使いはじめは

肌にやさしい低刺激、弾力

1.

いずれの場合も、異常が残る場合は本

2.

使いこなし情報

ポンプの頭部を回します。頭部が上がったら中

品を持参し、医師に相談してください。

100％植物由来成分で、肌触りがふんわりクリー

ミーな泡立ち。



　＜ご注意ください＞

・ 目線より高い場所に使用する場合は、

・

ダスキンカビガードは

カビガード

取扱説明書

8週間毎の新習慣！！●

「カビガード」で気になる

カビから浴室を守ります

カビガード皮膜がカビやピンクヌメリを抑制！ 汚れ・カビを除去

します。

すます。

カビガードを塗布

水気を拭き取ります

乾燥すれば完成。

※乾燥時間は換気扇をONにして1時間以上

特長

ください。

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。

さい。

・ 必ず別売りの専用スプレー（青色）を

取付けてください。使用時はＯＮを上

に保管時はＯＦＦを上にして使用して

分配合。塩素物質を含まないので、カビ取り剤や

浴室用洗剤と混合しても有毒ガス発生の心配なし。

2.

1.

市販のカビ取り剤のような刺激臭のない防カビ成3.

防カビ効果は8週間！　お掃除が激減！

直接スプレーせずに　一度固く絞った

クロスに薬剤を含ませて塗布してくだ



にやさしい。

3.

逆さにしてもスプレーできます。

4.

5.

毎日のお手入れには、サッとかけて流すだけ

楽におそうじできます。

また、泡切れが良く簡単に洗い流せます。

柑橘系の自然な香りで使い心地もさわやか。

ゴミの減量化にも配慮し、詰替用もございま

す。

正倒立スプレーは様々な噴霧角度に対応。

2.

(4) 換気をよくし、カビや水アカの原因となる水

気をとばすか、拭きとる。

ワーなどで洗い流す。

手順

(3) 汚れがたまっている場合は　スポンジなどで

上から下に向かって軽くこする。

(2)

　と、水アカをとり除くヤシ油を原料と

　した洗浄成分を配合しました。

大理石等は一部スプレーするとシミに

なる場合がありますので、目立たない

ところで一度ためしてからお使いくだ

洗剤を吹きつけた後、１０分間以上放

置しないでください。

お風呂場だけでなく、洗面台や　キッチンのシン

ク等にも毎日かけおき洗浄して

おくと、頑固な汚れが防げます。

浴槽全体、掃除する部分をぬらします。

※浴槽はお湯を抜いた直後が効果的です

まんべんなくスプレーし２～３分放置。シャ

◎

(1)

上手な使い方

◎

取扱説明書

天然系原料なので、いやなニオイもなく環境1.

機能

　頑固な石鹸カスをとり除くキレート剤

・

　＜ご注意ください＞

泡切れの良さで時短＆節水●

自然なオレンジの香り

特長

● 安全な天然系原料＆

さい。

・

ダスキン風呂・化粧室用洗剤は

風呂・化粧室用洗剤



カをこすりおとします。

汚れを落とします。洗剤を使用される

洗浄効果が落ちますのでお取り替えく

ださい。

2.

場合は中性タイプのものをお使いくだ

さい

3. 表面のアルミ微粒子が、ガンコな湯ア

表面のアルミ微粒子が、がんこな湯アカ

をこすり落とします。

1.

・ 洗剤を使用される場合は、必ず「中性

洗剤」をお使いください（カビ取り剤、

漂白剤、クレンザー等の併用は避けて

ください）。

・ ざらざらした面、ひっかかりのある部

ダスキン浴槽用スポンジは

分に使用しますと表面が裂ける場合が

・ ご使用後は水でよく洗い、水気を切っ

て乾燥させてください。

・ 表面が透明フィルム状になりましたら、

浴槽用スポンジ

取扱説明書

せます。

特長

洗剤なしで湯アカが落と

浴槽が温かい状態ならば、洗剤なしで

あります。

ステンレス・ホーロー・ポリ浴槽に傷

をつけずに湯アカ、汚れをかんたんに

落とします。

　＜ご注意ください＞

機能

浴槽が温かいうちなら、●



汚れ等に効果を発揮します。

どうぞ）。

取り、茶しぶ、水アカ、コーヒーのアク、油

ステンレスの流し台洗い、蛇口の水垢、油膜3.

ーロー、ステンレス、プラスティック、高級ガラ

ス等の洗いに最適です。

3.

クレンザーの役目を果たしますのでしつこい湯あ

かも浴槽が温かいうちなら洗剤なしで落とせます。

従来の金属タワシと違ってキズが付きにくく、ホ

ダスキン風呂・化粧室用スポンジは

風呂・化粧室用スポンジ

取扱説明書

しつこい湯アカ、石けんカスをアルミ微粒子1.

抗菌加工済みで柔らかな●

入り組んだところもすみ

素材。

ずみまで届く薄型です。

●

　＜ご注意ください＞

・ 洗剤を使用される場合は、必ず「中性

洗剤」をお使いください（カビ取り剤、

漂白剤、クレンザー等の併用はお避け

ください）。

特長

あります。

・ ざらざらした面、ひっかかりのある部

分に使用しますと表面が裂ける場合が

・ ご使用後は水でよく洗い、水けを切っ

て乾燥させてください。

・ 表面が透明フィルム状になりましたら、

1.

洗浄効果が落ちますので新しい商品と

お取り替えください。

2.

上手な使い方

がすっきり洗い落とします。

特殊加工したアルミ微粒子を使用しており、強力

な洗浄力があります。

2. 浴槽・洗面台に（2個セットなので1つずつアルミ微粒子が使用頻度に応じてはがれ、それが



地に吸収されるため、表面はいつもサ

1.

2.

さわやかです。

5.

4. 汚れたら洗濯機で洗えます。

ラッとしています。

・ ドライクリーニングはできません。

・ 乾燥機は使用しないでください。

ダスキンウィンディバスマットは

お風呂上がりの水分を●

ウィンディバスマット

取扱説明書

特長

すばやく吸収。

水分が糸を伝って下に落ち、基布の綿

遊び毛がなく、ふっくらとしたボリュ

ーム感が心地よい。

　＜ご注意ください＞

3. 吸水性と速乾性にすぐれ足元はいつも

最後に入浴した人も快

適そのもの

●

●

濡れてもベタつかない

から、足元さわやか！

繰り返し洗ってもヘタリにくい、タフ

な構造です。



もなく、水拭き不要。

所も広がりました。

皮革、金属類、布製品には使用できま

◎

2.

1.

2.

ださい。

タバコのヤニや手アカにも効果的。ガ

アンモニア臭を、やわらかく包み込む3.

香料を配合しました。そのため使用場
ゴム部をぬぐうようにしてください。

最適。

プレーせず、布などにつけて拭いてく

◎ 洗剤を×印に1.

ガラス用洗剤

取扱説明書

など汚れ落としにも最適。 後洗剤がたれないように布などで受け

ラス、鏡だけでなく、ビニールレザー

主成分のアンモニアが汚れを強力に落

＜使用上の注意＞

せん。

塗装面などに使用する場合は、直接ス

窓用ワイパーで上部を横に拭き、その

特長

とします。また、揮発性のため残留物

ダスキンガラス用洗剤は

　　すりガラス

◎ 洗剤を×印にスプレーして、凹凸の中

の汚れをたわしでかき出し、乾いたタ

オルで仕上げる。

　　タバコのヤニ汚れのおそうじ

◎ 掛け時計や額のガラスの表面、ビニー

ルクロスの壁などタバコのヤニ汚れに

サッとひと拭きで洗剤分●

が残らず、簡単キレイ

上手な使い方

スプレー。

　　通常の窓ガラス

止めながら、上から下へしっかり拭き

とる。※ふきとるたびに布などでワイパーの



＜使用上の注意＞

ダスキン住まいの洗剤は

2.

1.

3.

壁面でも液が垂れにくく、おそうじが

イに落とします。

二度拭きが不要なので、手軽に使用で

ニオイがなく、無色。泡持ちがよく、

塗装面などに使用する場合は、直接ス

水で濡らして固く絞った布に洗剤をたっぷ

②

りつけて、汚れを拭き取ります。

特長

落とします。

乾いた布であと拭きすると、よりキレイに

水で濡らして固く絞った布に洗剤をつけて、

しやすいです。

①

ださい。

きます。

手アカやタバコのヤニ汚れもキレイに

住まいの洗剤

取扱説明書

二度拭き不要でらくらく。●

手アカやヤニ汚れもキレ

使用できないもの

◎

◎ 革製品・布・紙、しっくいなどの壁

使いこなし情報

で濡らして固く絞った｢吸水用ふきとりクロ

＜ガラス・鏡＞

畳・塗装されていない木床・白木

プレーせず、布などにつけて拭いてく

① 表面から15～20cm離してスプレーし、水1.

② 6～7分乾きの時に、乾いた布であと拭きす

ると、よりキレイに仕上がります。

＜アルミサッシ・ステンレス・ビニールレザーなど＞

②

仕上がります。

＜フローリング・ビニール床＞

床の柄に沿って拭いていきます。

◎ ニス塗り・漆塗り・銅・真鍮製品

◎ 自動車の塗装面・大理石などの天然石

◎ その他水がしみこむもの

ス｣でむらなく汚れを拭き取ります。

空拭きして仕上げます。

①



3．個性豊かな8つの香り

優雅で気品あるれる香りは、

上質なフローラルハーブの
芳香を実現した、ふんわり
やさしいラベンダーの香り。
プライベート空間にゆったり
穏やかな香りが広がります。

ピュアコロン

取扱説明書

特長

みずみずしい香りの消臭・●

●ピンクグレープフルーツの香り

やわらなな甘みを併せ持つバ
ランスの良さが特長。もぎた
てのはじけるような果実の香
りが広がります。

みずみずしく爽やかな酸味と、

●ピーチの香り

初夏のやわらかな日差しを受
けた、ユリをイメージしまし

芳香剤

気をリフレッシュ！

● コンパクトなデザインながら、

消臭＆芳香成分がお部屋の空

最適です。

最後の一滴までしっかり香る

コンパクトでもしっかり消臭

揮発性の消臭成分が空間に広がり、悪臭を

2.

しっかり消臭

ダスキンピュアコロンは

清涼感のあるやわらかいミ

ベルガモットは紅茶のアー
ルグレイに使用されるフレ
ッシュで香りの良い果実。

た。気品あふれ、温かみのあ
る、上質の香りです。

るフルーティな印象です。

果実園のもものようなジュー
シーで甘みのある香り、明る
く華やかな香りが広がります。

ほんのり甘いあんずの香り。
初夏の太陽の恵みを浴びて塾
したジューシーさを感じさせ

●アプリコットの香り

●リリーの香り

1.

く香る

オイルタイプで目詰まりしにくく、無駄な

●ベルガモットの香り

ほどよい甘さのある、上品
で爽やかな柑橘系の香りで
す。

●ラベンダーの香り

●ローズの香り

エレガントな印象を鮮やか
に演出します。お客様をお
出迎えするエントランスに

●ミントの香り

ントの香り。摘みたてのフ
レッシュなグリーンをアク
セントにした、さわやかさ
が広がります。



・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・ いずれの場合も異常が残る場合は医師に相談し
てください。

4. スプレー後はよく乾かしてください。

一度に大量にスプレーしないでください。

直射日光に当たる場所や温度差の激しい場所で
の保管は避けてください。

必ず専用スプレーで使用してください。

目に入った場合はこすらずにすぐに流水で充分
洗い流してください。

飲み込んだ場合は無理に吐かせず水を飲ませて
ください。

皮膚に異常を感じた時は水で洗い流してくださ

除菌。

◎ グレープフルーツのチカラでしっかり

3.

絹、レーヨン、アセテート、きゅぷらなど水に

済繊維はシミや縮の恐れがあるので、目立た
ない部分で試してからお使いください。

汚れがひどい物は輪ジミになることがあるので、
目立たない部分で試してからお使いください。

フローリング、家具、電化製品についた場合は、
シミや事故の原因になるのですぐに拭き取って
ください。

子供の手の届くところに置かないでください。

弱い繊維、水洗い可能表示がある繊維、防水加工

用途

てて保管します。

使用後は先端部分をＯＦＦにして、立

やさしい風合いを守ります。

繰り返し使っても、生地がごわつかず、◎

＜使用上の注意＞

ダスキンリフレシャワーは

2.

使いこなし情報

スプレーの先端部分をＯＮに回します。

プレーしてください。

特長

リフレシャワー

取扱説明書

天然由来の消臭除菌成分が●

イヤなニオイをガード！

（布製品用消臭剤）

対象物から２0～３0cm離して表面が

全体的に少し湿り気をおびる程度にス

1.

◎

なニオイをスッキリ消臭。

柿の成分＋サトウキビの成分で、いや

※ 使えないもの　皮・毛皮・和装品

い。



ダスキンフロア汚れ取シートは

◎

子様やペットにも安心！

の汚れとりに！

◎

ハウスダスト対策にこだわるダスキンは、床

の“汚れとり”や“除菌”にもこだわります。

使いやすさを追求したハンドル

専用カバーをセットで拭き取り面積1.5倍

特長

◎

◎

アップ

効果バツグン

特殊な凹凸構成の不織布で汚れ除去・除菌

フローリング・ビニール床材のこんなところ◎

フロア汚れとりシート

取扱説明書

フローリングやクッショ●

ンフロアの汚れを、サッ

（ウェットタイプ）

と手軽に拭き掃除！

小さなお子様やペットの

いるご家庭でも安心して

ご使用いただけます

●

100％食品添加物を使用しているので、お◎



流してください。

激を感じたりしたときは使用しないで

ください。

指輪・腕時計の裏にも菌はひそんでい

◎

2. ヤシ油を原料にした天然植物性洗浄剤

●

目に入ったときはすぐに水道水で洗い

1.

薬用ハンドソープ

取扱説明書

高い殺菌力。●

小さな化粧室にもおける
湿度の高い場所や、直射日光の当たる

場所に長時間保管しないでください。

るので、面倒でも取り外しましょう。

＜使用上の注意＞

ダスキン薬用ハンドソープは

◎

●

●

上手な使い方

十分な消毒、殺菌のために、最低10

秒以上念入りに洗いましょう。

特長

が主成分。手にも環境にもやさしいソ

後、手肌が荒れたり、つっぱったりし

にくく、洗い上がりはしっとりです。

コンパクトサイズ。

◎

合。

皮膚に異常があるとき、かぶれたり刺

◎ 清潔で吸水性のよいタオルで、水気を

しっかり拭きとりましょう。

手指を清潔にする殺菌・消毒成分を配

●

てください。

乳幼児の手の届かないところに保管し

ープです。

●

両手をすり合わせるようにし、また指

の間もしっかり洗います。

3. 保湿成分ハーブエキスを配合。洗った

4. コンパクトサイズなので小さい洗面台、

狭い化粧室など、手軽に置くことが可

能。つめかえ式で経済的です。



◎

る減容ボトルを採用。
3. 手の甲側も忘れずに擦り込みます。

◎

目に入らないように注意すること。万

る等の処置をし、医師に相談すること。

保湿成分配合で、手にやさしい！

●

●

こめば消毒ができます。

しっかりこすり合わせて、すみずみま

診察を受けること。

速乾性でサッと簡単に消毒できます。

医療用にも使用される殺菌成分配合

計量・コンパクトにつぶすことができ

＜使用上の注意＞

ダスキンウェルパスマイルドは

2.

●

●

上手な使い方

ウェルパスマイルドを原液のまま適

量手にとります。

特長

万一飲み込んだ場合には、水を飲ませ

手のひら全体に擦り込みます。指先

や指の間はとくに念入りに。

1.

◎

で消毒を！手の甲側も忘れずに！

小児に使用させる場合は、保護者の

◎

ウェルパスマイルド

取扱説明書

そのまま使えるポンプ式。●

ワンプッシュして手指に擦り

（手指消毒剤）

たはぬるま湯で洗うこと。

なお、症状が重い場合には、眼科医の

外用にのみ使用すること。

●

一、目に入った場合には、すぐに水ま

指導監督のもとに使用させること。



3. 塗ってすぐに家事や仕事をしていただいて

もベタつかないサラッとした使用感で季節

を問わず使用できます。

4. 天然由来エキスと天然ビタミンEを配合

ルク、ローヤルゼリー、甘草

※天然由来エキス：ニンジン、パールカ

マッサージをおすすめします。

4

ボがたくさんあります。塗るだけで

1.

などが気になる方に

1 2 3

5 6

なく、ツボ押しを取り入れたハンド

※手や指先には美容と身体に良いツ

さらっとうるおい持続、●

ピュアな透明感

こんな方におすすめ

◎

る方に

手荒れや乾燥が気になる方

◎

炊事・洗濯・掃除などの家事、手伝い、

仕事で手を駆使している方に

特長

※美白：メラニンの生成を抑え、日焼けに

日焼けによるシミ・そばかすが気にな

ドケアしたい方に

◎

忙しい仕事や家事の合間に手早くハン

◎

肌がデリケートな方や香料・着色料
（ハンドクリーム）

サつき、ひび、あかぎれを防ぎます。

美白、有効成分アルブチン配合でピュアな

＜使用上の注意＞

ダスキンピュアホワイトは

◎

2.

よるシミ・そばかすを防ぎます。

透明感と手肌にうるおいを与え、荒れやカ

しっとりなのに、肌の表面はサラサラ。

ピュアホワイト

取扱説明書



・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

イと湿気をとり除きます。

3.

せん。

5. （財）日本環境協会認定のエコマーク

商品です。

●

●

●

靴

トイレ

シンク下

食器棚

クローゼット

車のトランク

また、中身を出さないでください。

使用状況により、効果の持続時間は異なります。

本製品を本来の用途以外に使用しないでください。

●

　　など

乳幼児がなめたり、口に入れたりしないように注
意し、万一誤って口に入れて異常が発生した場合
は、ただちに医師の診断を受けてください。

濡れると破れやすくなります。

可燃性、揮発性のあるものの近くで使用しないで
ください。

他の消臭製品との併用は避けてください。

多少、粉もれをする恐れがありますから、ご注意
ください。

圧力、振動等でパックが破れる場合があります。

冷蔵庫や食器棚で使用する場合は、食品や食器に
触れないようにしてください。

してください。

活性炭は食品ではありません。

湿気の多い場所で使用する場合は、時々天日干し

り替え日がわかりやすく便利です。

4. 商品に次回交換日が書き込めるので取

下駄箱・靴箱内

洗面所下

ニオイのついたタッパー

冷蔵庫

押し入れ

簡単・置くだけで使用場所をえらびま

活性炭の除湿効果により、汗、湿気の

＜使用上の注意＞

ダスキン活性炭脱臭パックは

品。活性炭パワーで、ニオ

脱臭します。

活性炭１００％でいやなニオイを強力

◎

上手な使い方

使用範囲は、0.5㎥～1.0㎥につき１本

こんな場所・用途におすすめです。

特長

●

1.

活性炭脱臭パック

取扱説明書

ダスキン浄水器の使用済み●

活性炭を再利用したエコ商

が目安です。使用目安は１２週間です。

●

●

◎

● カバンの中

●

●

●

●

パックは、破ったり傷つけたりしないでください。

2.

ムレ、ジメジメもしっかり除去します。



れる方におすすめ。

お仕事、家事の前に使用するだけで手

手肌をやさしくガードするので、手肌

荒れ、肌荒れを防ぎ保護し、乾燥を防

医薬部外品です。

傷、はれもの、湿しん等、異常がある

工場で働く男性、女性の方

ガソリンスタンドの方

特長

ぎます。

農家、花屋で働く方

ご家族で

します。

に着いた汚れやニオイを落としやすく

◎

◎

＜使用上の注意＞

ダスキン手肌保護クリームは

2.

1.

3.

物にニオイが移らないので安心です。

7.

◎

やめください。

事に使用する紙、土、お札）などか

洗剤や油だけでなく間接刺激物（仕

ら手肌を守る効果にも優れています。

使用対象

◎

事務所、銀行で働く方

その他、紙を扱うお仕事、食器洗いなどの

◎

2.

ださい

目、口、粘膜部には使用しないでくだ

時、お肌に合わない時は、ご使用をお

1.

手肌保護クリーム

取扱説明書

手荒れがひどい方、手を●

駆使する環境でお仕事さ3.

さい

乳幼児の手の届かない所に保管してく

6. 無香料、無臭タイプですので、扱う

配送関係で働く方

◎

※個人使用ならび会社使用もおすすめです。

洗剤まけがひどい方へ

4. 和漢植物、ハーブの働きにより、みず

みずしく柔らかでなめらかな手肌に導

きます。

5. べとつかず、素早くお肌になじみ膜感

を感じさせないクリームです。



2. エレクトロンはビッグサイズ。

（本棚や面積の広い場所のお掃除に最適です。

別売の伸縮ハンドルをつければ、手の届かな

い家具の上、照明器具、エアコン、家具のす

き間などラクにおそうじできます）。

4. 静電気の発生を抑える働きのある導

電性繊維を混入。水気を嫌う電化製

品、ＯＡ機器や電子機器にも安心で

す。障子・壁紙などにも便利です。

異なり、安定した固定電荷の力でホコ

リをとります。

ミニは場所をとらずに使いやすい。

（テレビやパソコンのそば、車の中、使い

たい場所にセットできます）。

1.

エレクトロン＆ミニ

取扱説明書

特長

静電気を抑え、固定電荷●

の力でホコリをキャッチ。

従来の静電気でホコリをとるタイプと 3.

　ダスキンエレクトロン＆ミニは



・ハンディタイプ (1本20シート） ・カーペットタイプ（１本30シート）

■ １枚１枚のシートが完全にカットされている

ので、簡単にはがせます。

■

①　ハンディには専用ケース付　　

②　その他は専用カバー付

初回は標準セット料金

ローラーが無くなったら、補充があります。

◎

・経済タイプ（1本55紙シート）

◎
できるハンドルタイプ。

座ったまま手軽に

ジュータンやラグなど

のゴミとりに最適です。

◎

紙タイプは、ペットのいる

・ミドルタイプ (1本30シート）

ご家庭で使用頻度が高い

お客様におすすめです。

貼り付け、はがすだけ。

●

・ハンディタイプ (1本20シート） ・カーペットタイプ（１本30シート）

ケース付きなので、玄関やクローゼットの近

くに置いても邪魔になりません。

●

ダスキーローラー

取扱説明書

◎

粘着式のローラーを転がし●

てホコリをキャッチ。

髪の毛や糸クズをぴったり

衣類・布製ソファなどはハ

ンディが便利。

ダスキンダスキーローラーは


