
別荘クリーニングはダスキンという信頼あるブランドで
お客様に安心感と安らぎを提供します。
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早春の候、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
いつも、当社をご利用頂きありがとうございます。
暖かな日差しが注ぐようになってきましたが、そろそろご来荘の予定はございませんか？
シーズンが始まりますと清掃の予約も大変混み合ってまいります。
当社をご利用いただいておりますお客様に先行して、ご案内をさせていただいております。
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スポット清掃スポット清掃

水まわりのスポットク
リーニング

水まわりのスポットク
リーニング別荘シーズン到来!!

早春の候、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
いつも、当社をご利用頂きありがとうございます。
暖かな日差しが注ぐようになってきましたが、そろそろご来荘の予定はございませんか？
シーズンが始まりますと清掃の予約も大変混み合ってまいります。
当社をご利用いただいておりますお客様に先行して、ご案内をさせていただいております。

〒384-0044 小諸市西原339-14

ダスキンエヌシーエス 0120-125-374
い  つも   ご        み    な    し    

検 索ダスキンエヌシーエスhttp://www.d-ncs.com/

手に負えない汚れ、お任せください！
自分ではできない気になる部分のお掃除も、プロにまかせてすっきりキレイに。

ガラスの水アカ
お風呂・トイレのカビ取り、カビ防止（カビガード）
手あか・黒ずみなど諦めていたソファの汚れ
頑固な水まわりの汚れ 
手の届かない高所のガラス
輝きを失ったフローリング、大理石のつや出し 
窓と網戸の清掃
照明器具の清掃

ガラスの水アカ

お風呂のカビ取り、カビ防止 トイレのカビ取り、カビ防止 高所ガラス清掃

ソファの汚れとり 大理石のつや出し お庭、テラス等のエクステリア

〈屋  内〉 〈屋  外〉
草花のお手入れ 
害虫防除・雑草防除
テラス、バルコニーの清掃
屋根にたまった落ち葉取り
草刈り 
雨樋の清掃
外壁洗浄
煙突清掃

キッチンや浴室、トイレなどのお手入れの面倒な水まわりだけを集中的にお掃除。

2ヶ所以上はセット価格となります。お問合せください。

外せるものはすべて外し、汚れを除去。奥
や隅の固まった油も逃さずかき取ります。
標準
料金19,800円（税込）

レンジフードクリーニング

汚れの特性や状態に合わせて最適な方法
で頑固な汚れもすっきり落とします。
標準
料金19,800円（税込）

浴室クリーニング

お客様のご要望を伺い、専用の道具や洗
剤、プロの技術を駆使し、キレイにします。
標準
料金18,700円（税込）

キッチンクリーニング

蛇口や洗面ボウルの黒ずみ・くすみを除去。トイレ
は便器の汚れ・黄ばみを落とし、除菌仕上げます。
標準
料金18,920円（税込）

洗面所・トイレクリーニング

例：3LDKの場合（税込）例：3LDKの場合（税込）

強力オゾン脱臭・除菌サービス強力オゾン脱臭・除菌サービス
久しぶりに訪れた別荘のニオイ…。
その正体はカビ臭です。
久しぶりに訪れた別荘のニオイ…。
その正体はカビ臭です。

日ごろは行き届かない場所を部分的にお掃除。
お掃除サービスにプラスして。

冷蔵庫 食器棚 書 棚 下駄箱 ベランダ 窓ガラス・網戸

人や環境に配慮した…
「エコお掃除」も承ります！！

締めきったままの期間が長い別荘、カビでお悩み
の方はとても多いのです。自力ではなかなかとれ
ないカビ臭までしっかり脱臭いたします。おそう
じサービスと併用でさらにラクラクキレイに！

オゾンの霧がニオイの元を分解して脱臭・除菌。オゾン
は自然分解されます。また、オゾンの酸化力は、有機物に
も無機物にも有効で、非常に高い効果があります。芳香
剤と違い、ニオイ自体を酸化分化して脱臭します。

カビ臭だけではなく、ペット臭やトイレ臭など
気になる様々なニオイに効果的です。

年間での定期サービス（1ヶ月単位より）

7,700円（税込）～
●洗濯●裁縫●食後の片付け●衣替え●庭掃除●食器洗い●靴磨き●玄関ま
わりのお掃除●アイロンがけ●掃除機かけ●ゴミの分別●ベッドメイキングなど

家事の代行サービス

ご希望の家事を組み合わせて時間単位でお手伝い（1回2時間）

キッチン（間口3m） 18,700円

6,930円

19,800円

9,460円

9,460円

64,350円

3,520円

3,520円

10,560円

3,520円

21,120円

85,470円

76,923円

76,923円

冷蔵庫食器棚（間口2m）+小型家電

浴室

洗面所

トイレ

小計

水
ま
わ
り

リビング

ダイニング

居室（1室30分）

玄関・廊下・階段

小計

ご希望のお部屋小計

セット割引（10%割引）

お客様表示料金（税込10%）

ド
ラ
イ
ワ
ー
ク

部分的なお掃除が頼める
オプショナルサービス（別途料金）もご利用ください

部分的なお掃除が頼める
オプショナルサービス（別途料金）もご利用ください

別荘全体お掃除サービス別荘全体お掃除サービス

サービス
内容

お掃除のプロだからこそできる、専門店ならではのご提案をいたします。

※その他、お客様のご希望に応じた清掃をいたします。

ダスキンエヌシーエス公式LINE始めました！

友だち募集中@375erpjm
友だち登録特典 台所用スポンジ1個プレゼント！

LINEアプリより右の
QRコードをスキャンして
友だち追加、または
「エヌシーエス」で検索

ご予約・お問合せはお気軽に!



「新しい生活様式」に対応した
衛生環境づくりをサポート衛生清掃パック

※衛生清掃パックは新型コロナウイルス発生後の消毒作業を行うサービスではなく、 また、ウイル
ス感染などの発生の防止を保証するサービスではありません。

●ハードフロアクリーニング洗浄＋抗菌ワックス塗布●カーペット／ファ
ニチャー洗浄＋防菌処理●他接触部位や便器の洗浄●オゾンによる空間
除菌　※各お掃除箇所には対象条件がございます。

3つの領域に　　　　　と　　　　　　　　　  の2ステップ加工。除菌洗浄 抗 菌 防 汚防カビ

オゾン除菌・脱臭

細菌を効果的に不活化
除菌洗浄1st STEP
抗菌・防カビ・防汚2nd STEP

人の皮脂汚れや咳・くしゃみなどの飛沫に
除菌洗浄1st STEP
抗菌ワックス2nd STEP

床面に広がる細菌などに
足元（靴裏）から床に… 口（飛沫）から空間に… 手指からモノに…

外部から持ち込まれた
汚れを除去

空気中を漂う細菌を
しっかり除去

付着した細菌を除去し、
クリーンな状態に

作業例

すみずみまでお部屋のお掃除
サ
ー
ビ
ス
内
容

床掃除

●掃除機かけ
●水拭き

磨く

●鏡
●家具のガラス面

汚れを
拭き取る
●ドアノブ
●スイッチプレー ト
●電気製品
●灰皿
●テーブル・イス
など

ホコリ取り

●照明器具
●書棚●窓枠
●ドア
●ドア枠
●家具●置物

安心の除菌仕上げ
汚れを
拭き取る

「すっきり除菌モップ」で
床を仕上げ拭き

●ドアノブ
●スイッチプレート
●手すり　など
※1 除菌剤として、アルコール
除菌剤、または次亜塩素酸ナト
リウム水溶液を使用します。

抗菌成分を配合した洗浄剤と
ダスキンが独自に開発した、汚
れをしっかり落とすモップ構
造で床の汚れ取りや除菌がで
きます。

頻繁に手が触れる箇所を
除菌剤※1で拭き上げて除菌

●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、ご了承ください。
※すべての菌を除菌できるわけではありません。

リビング・
ダイニングの場合

2室（合計12帖以下）12,320円（税込）
●追加1室（6帖以下）あたり、6,160円（税込）

4週間標準レンタル料金（1枚）319円（税込）
※モップに薬剤が含まれた状態でお届けします。

お掃除・除菌リビング&
ダイニング しませんか？

〈スポット〉 ※広さ45㎡の場合
50,000円（税込）～
〈月１回定期〉
36,000円（税込）～

目安
料金

エアコンクリーニングで、快適な空気環境を！
エアコン内部は　　　　　　　の温床ですカ ビ 細 菌汚 れ

風の吹き出し口に
黒いホコリが！！

フィルター奥の
熱交換器の汚れが…

いやなニオイが…

集塵95％以上
浄化高度プラズマ

クラスターイオン25000脱臭90％以上

エアコン抗菌コート

経験豊かなプロがスミズミまでクリーニング。
徹底的な洗浄をすることで本来の機能がよみがえります！

カビの排出を低減
結露が生じると抗菌成分が溶け出して、
カビや細菌の繁殖を抑制します。

※設置環境、使用状況により、効果の持続時間は変動します（ダスキン調べ）。

家庭用壁掛けタイプ（幅120㎝未満） 

1台 14,300円（税込）
フィルター自動お掃除機能付壁掛けタイプ
（サイドファン等の付加機能付・幅120㎝未満） 

1台 25,300円（税込）
1台 2,310円（税込）

エアコン内部にはホコリとともに
カビがいっぱい！ 奥まで洗浄する
からカビが大幅に減少！ 
キレイな空気環境を
実現します。

標
準
料
金

●効果は約1年間持続
オプション標準料金（壁掛けタイプ）

オプションサービスエアコンクリーニング

抗菌・抗ウイルスフィルム施工サービス
価格はお問合せください。
対象面積：A4サイズ（210×297㎜）程度
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とする
ものではありません。●抗菌・抗ウイルスの機能の持
続は3～6ヵ月を目処に貼り替えが必要です。

ダスキン「抗菌・抗ウイルスフィルム施工サービス」は、SIAA（抗
菌製品技術協議会）の認定基準をクリアした高性能フィルムを使
用。お子さまや高齢者のいるご家庭にも安心です。

抗菌・抗ウイルス
フィルムで 「よく触る箇所」をピンポイントで衛生対策
抗菌・抗ウイルスフィルム施工サービス

菌の増殖を抑制し、ウイルスを減らす!

こんな箇所におすすめです

抗菌・抗ウイルスフィルム施工サービス 3つの特長

99％以上菌の増殖を抑制し、ウイルスを減らすフィルムを、手がよく触れる箇所に施工します。

ドアノブ、照明スイッチ、手すり、収納庫の取手、テーブル、電化製品のスイッチなど

99％以上菌の増殖を抑制し、
ウイルスを減らすフィルムを使用

定期的な貼り替えで
抗菌・抗ウイルス性能が持続

フィルムは指紋が付きにくく
滑らかな手触り

特長❶ 特長❷ 特長❸

除菌＋抗菌コート!
これ1本で「汚れ落とし」「除菌」「抗菌コート」
3つの効果。

銀イオンが入った拭くだけで TuZuKu 持続除菌洗浄剤
（200ml）　〈スプレー付き〉
標準価格 935円（税込）
●液性：弱酸性 ●持続除菌とは、除菌と抗
菌を組み合わせることで、菌を減らした後、
菌を増やさないことをいいます。●すべての
菌を除菌・抗菌するわけではありません。●
使用環境により持続期間には差があります。

すっきり
除菌モップ

床は除菌モップでしっかり除菌

プラズマクラスター
空間清浄機 クリア空感

気になる空気の悩み、一挙に解決!

汚れ落としも除菌※1も同時に！
除菌剤を配合した薬剤を使用。　
※1 すべての菌を除菌するわけではありません。

特　長

汚れをしっかり落とす！※2
独自のモップ構造と薬剤で汚れもスッキリキレイに。
※2 薬剤の効果は開封後1回のみです。

特　長

畳も拭けるから、おうちの床は
これにおまかせ！
※水拭きできる素材の畳に限ります。

特　長

4週間標準レンタル料金

6,160円(税込)
（脱臭フィルター+集塵フィルター+
本体メンテナンス含む）

プラズマクラスター搭載
空間清浄機 クリア空感 中型

4週間標準レンタル料金

11,440円(税込)
（脱臭フィルター+集塵フィルター+
本体メンテナンス含む）

プラズマクラスター搭載
空間清浄機 クリア空感 大型
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