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【快適生活カタログ】

フロアコーティング

１度のコーティングで長期間キレイを持続！
安心の
ワックス掛けが長期間不要

簡単お手入れでピカピカ長持ち !!
ペットのおしっこもしっかりガード !!

フローリングをしっかりガード

ペットにもしっかり対応

シリコンフロアコーティング性能実験

フロアコーティング施工例

マジックテスト
（防汚性）

●床面が光を反射するので、部屋全体が明る
くなり、高級感を演出します。

油性マジックでコーティング
層へ書いて、約３０分後に雑
巾へマニキュアを落とす除光
液を付けて拭きとりました。
頑固な汚れも、長期間しっか
りガードします。

●擦り傷やちょっとした生活傷からフローリ
ングを守ります。
●ノンスリップ効果があるので、小さなお子
様やペットがいても安心です。
●Ｆ☆☆☆☆( ホルムアルデビド規制商品登録済 )
を使用しております。
●水拭き OK ！衛生的！

小さなお子様にも安心

施工前
コーティング後

耐水テスト
フローリング材は、水分に弱
いのが弱点ですが、コーティ
ング層がしっかり水分をはじ
きますので長期間ダメージを
軽減致します。

コーティング後はお手入れ簡単！
施工後

●日常のお手入れは乾拭き・水拭きで OK。
●頑固な汚れは中性洗剤を薄めたもので拭き取り、
清潔に保てます。
●長期間、定期的なワックス掛けは不要です。

ライフスタイルに合わせて選べる3タイプ!!
シリコンタイプ
フロアコーティングの中で、最も耐
久性・耐水性・耐薬品性・耐摩耗性に
優れており一般住宅におけるＮＯ.１
のフロアコーティングです。

光沢度（艶）

ガラスタイプ

超耐久性

フローリングの表面に超高硬度の
フローリン
ガラス塗膜を形成し、
グへの傷や紫外線から長期間守
ります。

超耐水性
超防汚性
耐摩耗性

水性ウレタンタイプ

超耐久性

コーティング下地材と水性アクリ
ル系ウレタン樹脂を組合せる事
にでワックスより耐久性・耐水性
に優れています。

超耐水性
超防汚性
耐摩耗性

床暖房対応
防汚性
抗菌性
水拭き
帯電防止

耐薬品性

耐薬品性

ペット対応

ペット対応

床暖房対応

床暖房対応

抗菌性

抗菌性

コーティング参考図

コーティング参考図

コーティング参考図

高硬度シリコン材

硬質ガラス材

ウレタン樹脂

コーティング下地材

光沢度（艶）

フローリング材

コーティング下地材

光沢度（艶）

フローリング材

ベースコート
フローリング材

【各種コーティング皮革参考表】
光沢（艶）

耐久目安年数

ペット対応

床暖房

耐水性

生活傷

日焼け防止

シリコンフロアコーティング

高光沢

約15年前後

◎

◎

◎

◎

◎

ガラスフロアコーティング

微光沢

約15年前後

◎

◎

◎

◎

◎

水性ウレタンコーティング

中光沢

約5年前後

×

◎

◯

△

◯

シリコンコーティング施工例

ガラスコーティング施工例

水性ウレタンコーティング施工例

防カビコーティング カビの発生を制御！
住まいのカビは美化を損なうばかりか、健康の
大敵 !! 放っておくととても怖いカビは、感染症
の原因にもなります。住まいの美化を守り、感
染症の予防にも役立ちます。

オススメ
箇所

お風呂場

脱衣所

トイレ

キッチン

収納

防カビコーティング性能実験
左の食パンへ防カビ剤を塗布し、右の食パン
はそのままの状態で６０日放置した状態です。
コーティングをした方は、しっかりとカビの
菌をシャットアウトしました。

コーティング有

コーティング無

コーティング後のお手入れ方法！
●なるべく乾燥するように心がけ、水あか・カルキ（塩素系）等の
汚れは早めにふき取ってください。万一カビが発生しても、水拭き

防カビコーティングの仕組み
ホルムアルビデド規制商

や洗剤等で取り除きやすくなっています。
浴室の日常のお手入れとしては、使用した後、浴室全体にシャワー
で水をかけることをお勧めします。水シャワーにより、石鹸やシャ

品登録済を使用しており
ますので、お子様からお

ンプーなどの汚れが洗い流され、さらに湿度が下がりやすくなるた

年寄りまで安心です。

め、カビを防ぐのに最も効果的です。

フッ素コーティング 汚れを付きにくく落としやすく！
湯あか・水あか・スケール（カルシウムなどが
堆積したもの）などの付着を未然に防ぐぎ、日
常のお手入れが軽減され、長期間キレイに保つ
事ができます。

オススメ
箇所

浴槽

浴室

洗面台

トイレ

フッ素コーティング性能実験

キッチン

コーティング無

大理石の上にコーティング剤を塗布し、コーヒー・
オレンジ・醤油をたらし３時間放置し、その後、中

コーティング有

性洗剤を薄めたもので水拭きしました。浸透する事
無く綺麗に拭きとれました。

コーティング後のお手入れ方法！
●研磨剤入り洗剤（クレンザーなど）・硬い物（金ダワシ・スチー

フッ素コーティングの仕組み
ホルムアルビデド規制商
品登録済を使用しており
ますので、お子様からお
年寄りまで安心です。

ルウールなど）でのお掃除は避け、やわらかい布などを使って汚
れを取り除いてください。日常のお手入れは、中性洗剤を１０倍
くらいに薄めたものでお手入れしてください。また浴室や洗面台
の場合、ご使用になられた後に水分をきれいに拭き取っていただ
くと、フッ素コーティングの効果が持続します。

クロスコーティング 汚れが付きにくく、お手入れ簡単
帯電防止効果により壁クロスに
ほこりや汚れが付着しにくく、
テレビ・冷蔵庫など、電化製品

日焼け
防止

帯電
防止

お手入れ
抗菌性
簡単

裏の壁の黒ずみを抑制します。落ちにくい汚れ
などは水拭きできキレイを保てます。

こんな方にオススメです
新築のお部屋を少しでも汚したくない！
タバコのヤニによる黄ばみが気になる！
お料理で出る油煙でキッチンまわりの壁がきになる！
クロスの張替え周期を長くしてリフォーム費用を抑えたい！

クロスコーティング性能実験
帯電防止効果により壁クロスにほこりや汚れ
が付着しにくく、テレビ・冷蔵庫など、電化

コーティング有

コーティング無

製品裏の壁の黒ずみを抑制します。手垢や油煙などの汚れも付きにくくします。

コーティング後のお手入れ方法！

クロスコーティングの仕組み

●クロスコーティングで日常の汚れから壁クロスを保護しているた

クロス（壁紙）表面に特殊

め、普段のお手入れはこまめに、はたき等で壁クロス表面の埃や汚

フッ素系超微粒子ポリマー

ホルムアルビデド規制商

でミクロの被膜を形成し、

品登録済を使用しており

壁クロスを手垢や油煙・煙

ますので、お子様からお
年寄りまで安心です。

れを取り除いてください。ひどい汚れには、水拭きか中性洗剤
（１０倍くらいに薄めたもの）で拭き取ってください。
※洗剤使用後、そのままだと汚れが付きやすくなるので、よく水拭

草のヤニなどの汚れから長

きしてから乾拭きしてください。

期間予防・緩和します。

空気触媒コーティング 住空間の空気を快適クリーン
お部屋の壁や天井にコーティン
グ施工するだけで、様々な優れ

防臭
効果

防カビ
効果

防汚
抗菌

マイナス
イオン

た効果を発揮する新しいタイプ
のハウスクリーニングです。ご入居済みで家具
等あってもそのまま施工できます！

シックハウスにも効果的！
空気触媒は、シックハウスの原因の一部である有害物質を分解し、消
臭･抗菌･防汚･防カビに優れた効果を発揮します。
お部屋の色調、仕上がり、手触り、
風合い等を一切変えることなく住空
間の臭いのもとを分解しますので住
まいや人体にやさしく快適空間を実
現可能です。

自然の恵み
天然ミネラル
消臭

抗菌

防汚

防カビ

コーティング後のお手入れ方法！
●基材の傷みや汚れがない場合の空気触媒の寿命とは、基材その

空気触媒コーティングの仕組み

年寄りまで安心です。

有害物質
ラジカル

ラジカル

無害な物質に分解

ますので、お子様からお

空気中の水分子

空気触媒

品登録済を使用しており

空気触媒

ホルムアルビデド規制商

ものの寿命と同じです。有効成分は極微小サイズで基材に固着し
易く、またアルミニウム成分が、噴霧面上に強固で安定な酸化ア
ルミニウムの多孔性の極薄膜を形成することにより、触媒効果成
分を定着させ保護する役割を担いますので基本的にメンテナンス
は必要ありません。

白木コーティング 日焼け対策と防汚効果
日焼け防止剤配合なので、紫外
線を寄せつけず白木本来の風合
いを長期間持続致します。

日焼け
防止

防汚
対策

シミ
対策

安全性

撥水効果で汚れなどをつきにくくし、付着し
た汚れなども水拭きで落としやすくします。

白木コーティング性能実験
コーティング有

コーティング無
１年経過
２年経過
３年経過

白木コーティングは無色透明ですので、コーティング後も白木本来の
風合いを損なわず、長期間美しさを保ちます。

コーティング後のお手入れ方法！
●白木コーティング後は、普段はから拭きするだけで充分です。
汚れのひどい時は中性洗剤を 10 倍から 20 倍に薄めたもので拭き
取ってください。
ホルムアルビデド規制商
品登録済を使用しており
ますので、お子様からお
年寄りまで安心です。

洗剤拭きされた場合は、洗剤拭きの後に固く絞った布で水拭きし、
最後にから拭きしていただくと、白木コーティングの効果が持続い
たします。

備長炭シート 木炭の特性をいかした天然の調湿
備長炭の特性をシート状にしました。湿度が高いと水分を吸着し、低い
とその水分を排出して室内の湿度調節を行います。特にコンクリートに
囲まれたマンションや、湿気がたまり排出しにくい畳の下に最適です。
また効果は半永久なので、面倒な畳を上げての乾燥は必要ありません。

お部屋の中はいつでも爽やか！
お部屋の湿度調整はもちろん、さらに
空気の浄化や消臭効果、遠赤外線効果、
マイナスイオン効果等で室内を爽やか
に保ちます。

防カビ・防虫効果も！

調湿
効果

遠赤外線
効果

空気
浄化

マイナス
イオン

備長炭シート
（有害物質吸着実験）
【水】の吸着性能

【ﾎﾙﾑｱﾙﾋﾞﾃﾞﾄ･ｴﾁﾚﾝ･ｱﾝﾓﾆｱ】の吸着性能

アンモニア
エチレン
ホルムアルビデト

備長炭シート施工後のお手入れ方法！
●基本的に一度備長炭シートをお敷きいただくと、畳下の空気の
入れ替えや備長炭シートの天日干しは必要なく、敷いたままで大
丈夫です。
また、備長炭シートは繰り返しお使いいただけますので、畳の張
替え時やリホーム時にはシートを破かないよう注意してください。

窓ガラスフィルム 防犯対策・紫外線カットに！
住居内からガラス全体にフィルムを貼ることで窓ガラスが破りにくく
なり震災時の二次災害（飛散防止）の予防となります。また、紫外線
を 99％カット致しますので、家財道具やクロス・フローリング材の日
焼け防止となります。更に、エアコンの冷房効率が良くなり、消費電
力を減らすことができます。

UV
カット

飛散
防止

断熱
効果

陽射
調整

地震
対策

防犯
対策

冷房・暖房
効果アップ

飛散防止・防犯対策
戸建住宅において、侵入手段の実に６３％が 窓ガラス破りと
いう現状です。窓ガラスフィルムは侵入を大幅に 遅らせる効
果があります。

空き巣の侵入手段 【警視庁調べ】

ドア錠破り 2.0%
施錠開け 5.4%

ガラス破り 55.7%

無締り 34.1%
その他 2.7%

窓ガラスフィルム施工後のお手入れ方法！
●窓ガラス施工から約２週間は、フィルムを清掃・剥がす等は控え
ガラス

紫外線を99％カット
窓ガラスフィルムは紫外線の
99％をカットします。
フロアーや調度品、カーテン、
畳などを日焼けから守ります。

透明断熱フィルム
冬は室内の温度を
逃がしません
可視光線

日射熱をカット

日射熱が減少

レンジフードフィルター

てください。
窓の開閉はしていただいて結構です。また、窓ガラスフィルムは水
を使って窓ガラスにフィルムを貼りますので、窓ガラスフィルム施
工直後は窓ガラスが白く曇ったり水泡ができたりしますが、施工か
ら約２週間ほどで水分が蒸発して消えます。

面倒なお掃除もワンタッチでポイ！
毎日ハードに使われるレンジフード！構造が複雑なため、一度汚れて
しまうとお手入れはとても大変。レンジフードフィルターを取り付け
るだけで、油煙やタバコヤニなどをがっちりガードし、レンジフード
内部を守ります。フィルター交換時
は外してポン！のワンタッチ式で
簡単にキレイを保つことができます。

取り付け時

3 週間後

6 週間後

ファン・ダクト・外壁まで、頑固な汚れをシャットアウト
1

換気扇のダクト内にも油が
溜まりません。

2

換気扇の換気口や外壁も汚
れません。

3

ダンパーの開閉もスムーズ。

4

ファンや内部も汚れません。

燃え広がらない特殊素材
●油が付着して引火しても、材質が収縮し、自己消火する賢い素
材です！燃えて収縮したものが滴り落ちることもなく、類焼の危
険がありません。有毒ガスが発生しません。
（財）日本防災協会の試験、消防法施工規則第４条の３、第３項を
準用して防災性能を確認済みです。衛生面でも無害です！
（財）日本化学繊維検査協会テスト基準「通気性試験」（フラジー
設置前

設置後

ル形法）で検査済みです。

美観もグレードアップで快適な住空間！
壁に張るだけで心地よい室内環境をつくります
エコカラットの微細な孔は、湿気を吸ったり吐いたりするのに適した大
きさに設計されていて、室内の湿度が高くなるとこの孔が湿気を吸収し
て湿度を下げ、逆に湿度が低くなると湿気を放出して潤いを与えます。
また、人体に悪影響を及ぼすホルムアルデヒドやトルエンや不快と感じ
るトイレ臭・タバコ臭・ペット臭などのニオイの原因であるアンモニア
などを吸着し、悪臭を軽減します。

カビ･ダニ 健康のためにも、
室内を清潔に保ちたい
対策

カビ・ダニの発生や冬の過乾燥を抑えます

湿度が高いときは吸湿 「エコカラット」に空いた微細な孔が、室内が多湿になると湿

気を吸い、乾燥すると湿気を放湿。カビ・ダニの繁殖を抑え、
肌やノドにやさしい湿度を保つことが期待できます。
■「エコカラット」とビニールクロスによる湿度変化
100

湿度が低いときは放湿

90

相対湿度︵％︶

ダニ・カビ
が繁殖！

肌荒れの
原因、
過乾燥に

ビニールクロス

80
70

エコカラット

60
50
40
30
20

0

12

24

36

48

カビの生え方実験をお餅でやってみました。カビの発生がこんなに違います！

エコカラット

ビニールクロス
カビ繁殖

ニオイ ペットやタバコのニオイが気になる…
対策

結露
対策

不快なニオイを吸着お部屋はいつも爽やか
ペット臭や生ゴミの腐敗臭などの

■各壁材の吸放湿量（各1㎡分が湿気を吸い取る量）
300

不快な生活臭の原因物質であるア
エコカラットなし

400

ンモニアなどを「エコカラット」

臭気が強く
不快に感じる

は吸着し、悪臭を軽減。珪藻土壁
より優れた脱臭機能により、爽や

300

かな空気環境に整えます。

エコカラット

ｇ/㎡

︶

21

22

23

（社）日本建材・住宅設備産業協会

「エコカラット」の優れた吸
木

100

放湿機能が室内の多湿状態

珪藻土壁

材

を抑えます。
長雨によるジメジメ感、真

調湿壁紙
0

12

24
時間（h）

冬の窓にびっしりつく結露
36

48

を抑制します。

窓の結露も1/15以下に軽減！

24
1
2
経過時間（時）

3

4

5

6

シックハウス 子どもは安全な環境で育てたい
対策

VOCを低減。キレイな空気を保ちます

エコカラット施工後

エコカラット施工前

▼

20

放湿

エコカラット

吸 200
放
湿
量 150
︵

0

ニオイを感じない
快適な空気

100

0
19

吸湿

250

50

200

調湿建材

■「エコカラット」によるペット臭の吸着度
Σ値

雨の日のジメジメ、冬の結露が気になって…

湿気を吸収し、結露を抑えます

建材・家具などから発生し、人体に悪影響を及ぼ
すホルムアルデヒドなどの VOC（揮発性有機化合
物）。「エコカラット」は厚生労働省のガイドライ
ンの 2 〜 3 倍の濃度のホルムアルデヒドガスを１日
でガイドライン以下に吸着低減しました。

ホルムアルデヒド低減建材認定！
認定番号

BCJ-AIBT-8

認定基準名・番号

室内空気中の 揮発性有機化合物
汚染低減建材認定基準
BCJ-CS-5-2001

認定有効期限

2012年7
月17日

エコカラット施工後のお手入れ方法！
●乾いた布または固く絞ったきれいな布による拭き取りが基本です。
水をよく吸いますので、水洗いは避けてください。手あか汚れ程度
なら、プラスチック消しゴムで除去できる場合もあります。
クロスや木材に比べてヤニは付きにくく、目立ちにくい素材ですが、
喫煙頻度に応じて固く絞った布によるからぶきをおすすめします。

オーダーカーテン
インテリアに合わせたお好みのカーテン
きっちりと採寸をし、お客様のお部屋の窓にぴったりのサイズで製作
するオーダーカーテンは、本格的なお部屋づくりに欠かせません。
この機会にオーダーカーテンを作成してみてはいかがでしょうか？
お気に入りのインテリアや部屋のサイズにぴったり合ったカーテンで、
部屋の雰囲気を一新し、新しい生活空間を創造しましょう。

１ お好みのスタイルやデザインで
２ 同じ生地でクッションなども作れます
３ どんな部屋にもピッタリなカーテン
４ 豊富な素材から選べます

オーダーカーテンが

最大

55％ OFF!!

取扱アイテム
●ドレープ

●ブラインド（アルミ・木製）

●シェード

厚手の生地のドレープは熱の遮断性が高く、冷暖房
効率を高めます。

ブラインドは外からの視線・直射日光を遮断しなが
ら、風だけを通します。

日差しや視界を調整できるシェードカーテンは、
出窓や小窓に最適です。

●レース

●ロールスクリーン

●レール・タッセル・その他アクセサリー

外からの視線を遮りながら太陽熱もしっかりカット
します。

日差しを柔らかくコントロール。シンプルなデザイ
ンですのでお部屋を選びません。

オシャレな装飾レールやタッセル等はお部屋の雰囲
気を高めます。

取扱メーカー

※各メーカーにより割引率は異なります。

川島織物セルコン

エクステリア

毎日の暮らしをもっと便利に快適に！
カーポート シリーズ

シンプルなスタイル
シンプルなスタイル

SigmaPort
Series

X-RooF

シグマポートシリーズ

エックスルーフ

抜群の強さ
抜群の強さ

個性派なスタイル
個性派なスタイル

ベーシックなスタイル
ベーシックなスタイル

MULTI SQUARE
マルチスクエア

カーポートの役割とメリット！

高級デザインカーポート
高級デザインカーポート

IORI
イオリ

１ 車を雨から守ります！

水アカやワックスの流れ出しを抑えます。

2 濡れずに乗降り！

車内への吹き込みも少ないので、湿気がこもりに
くくなります。

3 霜や雪から守ります！

冬場の雪対策として、霜取りの時間を短縮します。

4 塗装の劣化を防ぎます！

TERIOS PORTⅡ

カーポートの屋根ふき材がしっかりガード。

5 車内温度の上昇軽減！

テリオスポートⅡ

車内温度の上昇を抑え、のイヤな熱気を軽減します。

インプラス

今ある窓に プラス するだけ。

あっという間の快適生活。

樹脂製内窓

樹脂の熱伝導率はアルミ
に比べて約 1/1000。外
気の温度に左右されにく
く、断熱効果、防露効果
を発揮します。

インプラス

新しい空気層
インプラスを取り付けることで、
既存の窓との間に空気層が生まれ
ます。これが壁の役割となり、断
熱効果や防音効果を生み出します。

今ある窓

家の中でもっとも熱の出入りが大きい窓！
窓の断熱性を高めることが、住まい全体の断熱効果を高める
重要ポイントです！インプラスは 1 窓 1 時間のスピード施工です！

防音効果

断熱効果

結露軽減

スピード施工

壁取り付けシャッター
施工後

約2時間で完成！

今ある窓も短時間で
シャッター付き窓に
早変わり！
施工前

アリーズ

クワトロ

スラットを閉め
たままで、気持
ちのいい換気・
採光も自由自在。
機能満載の電動
シャッターです。

かしこい防犯ロック
だから安心です。

イタリヤ

台風地域や沿岸
地域などの風の
強い地域に最適
な耐風アルミ窓
シャッターです。

台風通過や強風でも
安心です。

電動タイプ、手
動タイプに加え、
住宅防火戸対応
品もご用意。
幅広い要望にお
応えできます。

窓際のお部屋でも
室外の騒音を低減します。

の商品が最大

55%OFF!

現地無料見積り実施中 !!

ベランダテラス・バルコニー

テラスタイプ
テラスタイプ

バルコニー屋根タイプ
バルコニー屋根タイプ

ルーフタイプ（柱なしタイプ）
ルーフタイプ（柱なしタイプ）

1 階に取り付ける屋根です。

2 階〜 3 階に取り付ける屋根です。

1 階〜 3 階に取り付ける屋根です。

テラスデッキ

テラス囲い

バルコニーデッキ
Before

お庭に

ワンランク上の暮らしをお手伝い！

After

ハーフ囲いタイプ

バルコニーに

囲いタイプ

暮らしの中のちょっとした困りごとが、いつの間にか暮らしの大きな問題になっていませ
んか。そんな暮らしの問題も意外と簡単に解決できるかもしれません。マルチに活躍する
テラスやバルコニーが今よりちょっといい暮らしをお手伝いします。

ベランダタイル

並べて敷くだけであなたらしいバルコニーを演出！

設置が簡単！

滑りにくい！

キズに強い！

お手入れが簡単！

ちょっとの工夫でグレードアップ！

室内にもおそろいのタ
イルを敷いてひろびろ
とした印象の空間に。

バルコニー タイル

取 扱メー カ ー

シックな和テイストの
コーナーも、しっとり
と落ち着きのある大人
の空間に。

タイルを１枚だけ敷い
て、観葉植物のプラン
ツ台として彩りを添え
ることもできます。

ハウスクリーニング
キッチン

毎日の暮らしをもっと便利に快適に！

ガスコンロのこげつき、油汚れを中心に、シンクや戸袋のクリーニング
までキッチン全体を徹底的にキレイにします

キッチン
（流し台）

流し台はもちろん、排水口の
内部まで、ヌメリを解消して
ピカピカに。

キッチン
（加熱調理器）

頑固なこげつき、油汚れも専
用の資機材と薬剤でキレイに
落とします。

キッチン
（床面）

油汚れやベタつきなど、すみ
ずみまで丁寧に除去して拭き
上げます。

レンジフード
（換気扇）

パーツごとに分解してすみず
みまで洗浄。ベトベトの油煙
汚れもすっきり除去します。

お掃除前

お掃除後

■ガスレンジのしつこい油汚れもすっきり

お掃除前

お掃除後

■手の届かないレンジフードの奥や部品も分解して丁寧にお掃除

お掃除前

お掃除後

■手のかかるシロッコファンもしっかりキレイに！

浴槽
洗面所
トイレ

バスルームやトイレのカビ汚れや水アカ、プロの技術でクリーンアップ！
快適な空間をつくります
お掃除前

浴

槽

お掃除後

・鏡や浴槽の水あかクリーニング
・タイル目地やゴムパッキンのカビの除去
・壁面、照明器具、換気扇などのおそうじ
・排水口のおそうじ など

洗面所

・洗面ボウルなどに付着した水垢を除去
・カビ汚れを除去
・鏡・キャビネットの拭き掃除 など

トイレ

・悪臭の元の尿石除去
・落ちにくい水垢を除去
・便器の内側など、掃除しにくい部分を清掃
・換気扇のおそうじ など

■気になる排水口の汚れやヌメリもプロの技術でクリーンアップ！

お掃除前

お掃除後

■頑固なドアパッキンの黒ずみ汚れもスッキリ衛生的に

手垢、油、泥などの汚れを取り除き、透明感のあるガラスに仕上げます。
ホコリがたまりやすい照明器具等も、しっかりクリーニングします。

お部屋
まわり

ガラス
サッシ

・高い位置にある窓もピカピカに
・排気ガスなどによる、外側の油膜もさっぱり落と
します
・ガラスをきれいにすることで、部屋全体が明るく
なります
・汚れた網戸もスッキリキレイになります

照明器具
家 具

・ソファーについた飲物の飲み溢し等のシミをきれ
いに除去また、汗シミを取り除きます
・照明器具のセード、取り外し清掃
・ほこりや汚れがついた照明器具や電球をきれいに
し、部屋を明るくします

レンタル

窓ガラス

家

具

手垢、油、泥などの汚れを取り除き、 ホ コ リ が た ま り や す い 照 明 器 具 も 、
透明感のあるガラスに仕上げます。
手垢で汚れた椅子やソファーも。

暮らしのキレイをお手伝い！

手が届かない場所のホコリをしっかりキャッチ！

サニモップステシオ

ヘッドが曲がる！すき間もスイスイ！

フリーボームーヴィR

ヘッドが7段階
に曲がる！

これ 1 本で、高いところも
らくらくお掃除！
ポールが自在に伸縮。

先端のヘッドは7段階に曲
がり、わずか3.5cmの
隙間にも対応可能。
ヘッドが曲がる
から、すき間も
スイスイ。わずか5cmのすき間対応
するため、隅々までお掃除が楽にできます。

エアコン、キャビネ
ットの上など、手の
届きにくい場所を楽
●360°回転フリーハンドル
●密着フレキシブルヘッド

※この商品は、リサイクル原料を利用した環境に優しい商品です。

高いところも
ラクラクお掃除

にお掃除できます。

伸び縮み自在
3.5cmのすき間もスイスイ

※この商品は、リサイクル原料を利用した環境に優しい商品です。

広く平らな所から狭いすき間、デコボコ面まで簡単お掃除

エントランスマットの新しい形

サニハンディ

サニマットフルーア（玄関マット）

1 机や棚の上など広く平らな面から、

1 毛足が短いハイカットパイルをローループパ

イルが支えるパイル構造がソフトな踏み心地
を実現。

家具のスキマやブラインドなどの狭
いところ、窓枠などの凹凸面まで、

2 立ち上がったパイルが、靴の裏の土砂やホコ

ラクにお掃除できます。

リをしっかりブラッシング。

2 グレーを基調としたシンプルで洗練

3 不快な静電気を抑える制電性繊維をパイルに

されたデザインは、お店やオフィス
など、様々な場所にフィットします。
3 モップは簡単に取り外して向きを変え
※この商品は、リサイクル原料を利用した
環境に優しい商品です。

られるので、全面ムラなく使えます。

純度 99.9% の蒸留飲料水

ディスティオ（ウォーターサーバー）

蒸留飲料水Disteau（ディス

ティオ）は米国で開発された
独自の蒸留システムにより精

製しています。 環境ホルモン
等の化学物質や不純物を徹底
して取り除き、純粋な蒸気だ

けを集めた純度99.9%の蒸留
飲料水です。

1 担当スタッフによる定期デリバ

リー。配送料はいただきません。

カラー／
グレーor
ブラウン

混入しているので、ドアノブにさわった時に
パチッとする不快感を抑えます。

4 ラバーが、水や汚れがマットの下に落ち込む

のをシャットアウト。
きれいな玄関で、好印象を与えます。

高精度カセット浄水器。ダブルろ過方式で汚れもニオイも強力キャッチ！

サニアクアC-LIFE（カセット浄水器）

1 中空糸膜と粒状活性炭のダブルろ過で雑菌や赤サビ、カルキ臭等を除去します。
2 浄水･原水の切替レバーの位置を左右どちらにでもできるユニバーサルデザ

イン。左利きの方にもストレスなくお使いいただけます。

2 在庫管理、定期清掃、メンテナ

3 切替レバーは便利な360度回転機構

3 回収後の空ボトルは、きれいに

5 原水シャワー時は、通常使用（浄水器取付なし）に比べ、約25％の節水が可能です。

ンス、ウォーターサーバーはい
つも清潔。
洗浄・殺菌し、繰り返し利用し
ます。資源の有効活用・ごみの
減量に貢献します。

4 原水シャワーにはきめが細かいソフトシャワーを採用。従来よりも穴の大きさを小さくし、数

を増やすことにより、洗い物の時など水はねが少なくなりました。

6 使用量にあわせて選べる4種類のカートリッジ

7 高除去カートリッジは、家庭用品品質表示法除去対象物質13項目※の除去に対応しています。
7 従来より更にコンパクト化をはかり、また清潔感のあるオールホワイトカラーで仕上げています。

エアコン

各商品、全メーカー・全機種取り扱い！

エコナビ＆エネチャージ搭載
ハイスペックモデル。

世界初！ 声で動くエアコン
省エネ＆節電タイプ。

●無駄を見分けて、かしこく節電してくれる「エコナビ」

●おまかせ運転でもエコ設定

●排熱を活用しながら暖める「エネチャージシステム」

●声で操作できるらくらく「ボイスコントローラー」

●快適さのため、ムダな電力消費を防ぐため、エアコンが自動

●「デュアルコンプレッサー」で効率よく運転。

でフィルターお掃除。

●ほしい所に風をコントロールする「ピタッと気流」

さまざまな節電運転を、
それぞれワンタッチで簡単に。

うるる加湿＋人感センサー搭載。
夏も冬も快適なフル装備モデル。

グリーン購入法
調達基準適合商品

ラウンド気流

翌朝
暖房

グリーン
購入法
適合商品

HFC
採

用

エアコン

グッドデザイン賞
受賞商品

●無給水加湿＋人感センサーで、設定温度控えめでも快適。

●センサーなどで節電をサポート「ワンタッチ節電」

●お部屋にピッタリな心地良い気流をお届け。

●エアコン内部を清潔に「ステンレスクリーンシステム」

●給水なしでもお肌もお部屋もうるおう「うるる加湿」

●お肌に潤い＆空気をきれいに「イオンミスト」

●内部のカビ、ニオイもキレイに「ストリーマ空気洗浄」

●季節に合わせて便利に使える「カラッと除湿」

省エネ基準を大幅クリア。
しかも、
フィルター自動お掃除で省エネが持続。

各商品、全メーカー・全機種取り扱い！
※ご希望のメーカー名・品番・何畳タイプで簡単お見積り。

今現在、お使いのエアコンの取り外し・
お引越し先への取り付けもご対応
可能です。エアコン分解クリーニン
グも承ります！
HFC
採

用

エアコン

３階建
対応

●「内部クリーン運転」でカビの発生を抑えます。
●外に干せない時に便利な「ランドリーモード」。
●夏も冬もさらに快適「ハイパワー運転」
●運転停止時に使用しない回路の電源を自動的にカット。

標準工事費込の
安心価格にてご提供 !!
※配管カバー工事・ガスチャージ
などの追加工事も
ご対応可能です。

照明

快適ECO!

明かりで変わる快適空間！

あかりを取り替えると、ぐんと省エネです

家庭における消費電力の約13％があかり。
B e fo re

電気冷蔵庫

14.2%

その他

56.1%

照明器具
13.4%

家電製品の
中で
第 位！
！

2

エアコン

7.4%

After

約

年間電気代

テレビ

8.9%

20 年前のあかりプラン

20年前は、電力を多く消費する白熱灯器具や
蛍光灯銅鉄安定器器具が主流でした。

66,000

円

年間ランプ交換費

約 7,300 円

年間CO 2 排出量

約 1,300 kg

LEDを使ったあかりプラン

LED器具に取り替えるだけで、省エネ性・安全性・快適性が向上。
しかも、ランプメンテナンスも不要です。
年間電気代

約

年間ランプ交換費

12,000

円

0

円

L E D に取り替えた場 合

約

54,000 円 節約

（故障時には修理が必要です）

年間CO 2 排出量

約 235 kg

約

1,065 kg 削減

各商品、全メーカー・全機種取り扱い！

ビルトイン食洗機

ラクラク取付で、
しっかり洗浄！節水＆省エネも♪

使用水量は、手洗いの場合の約1/6
手洗いよりもしっかり節水
＆省エネ！標準コースでの
使用水量は、手洗いの場合
の約１／６。水道代はもち
ろん、資源を大切に活用し、
環境にも配慮しています。

※上記は、あくまでも目安です。メーカー・商品によって異なります。

●片付けの煩わしさを、らくらく解消。
楽しい食事の後は、ゆとりの時間に。

各商品、全メーカー・全機種取り扱い！

商品ご提供までの流れ

1

ご希望の商品・サービス内容をお選び下さい。

STEP

2

総合受付センターまでご連絡下さい。

STEP

3

各商品専門スタッフよりお客様へご連絡させて頂きます。

STEP

4

商品の詳しい説明・お見積りをお伝えさせて
頂きます。

STEP

5

商品納入日・商品代金お支払い方法のご連絡・ご確認。

STEP

6

お申込み内容確認用紙をお送りさせて頂きます。

STEP

7

施工・商品納品後、お引き渡し終了！

STEP

※アフターサービスは、各専門スタッフにて直接ご対応
させて頂きますので、お気付きの点・ご不明点等ござい
ましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

