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ご注文はダスキン コンタクトセンターまで

全2件のレビュー

星 5つ ★★★★★ 2件

星 4つ ★★★★★ 0件

星 3つ ★★★★★ 0件

星 2つ ★★★★★ 0件

星 1つ ★★★★★ 0件

投稿日 2019/10/21 満足度

投稿日 2019/08/17 満足度

全てのレビューをご覧いただく場合や評価を書くには、DDuetサイトへ
の登録（ログイン）が必要です。

ふとん丸洗い宅配サービ
ス（通常ふとんパック）
＜布団クリーニング＞
標準価格 初回11,462円(税
抜10,420円)～ リピート
11,132円(税抜10,120円)
～

エアコンクリーニング<壁
掛けタイプ>
標準料金 14,300円(税抜
13,000円)～

カーペットクリーニング
標準料金 9,115円(税抜
8,287円)～

浴室クリーニング
標準料金 19,800円(税抜
18,000円)～

カーテンクリーニング

特長

ダスキンならではの技術でクリーニングします
カーテンは知らないうちにハウスダストやおそうじの際にホコリを吸い込んで汚れています。カーテンに付着したホコリやカビ
の胞子、ダニはアレルギーの原因になることもあります。カーテンをクリーニングして明るいお部屋づくりと衛生的な環境づく
りをお手伝いします。

取り外し、取り付けはお任せください
取り外し、取り付けはダスキンが行います。

クリーニング中は代替カーテンを取付けます
クリーニング中は代替カーテンを取り付けいたします。

サービス実施地域

東京
都 23区、多摩地区、小金井市、小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、西東京市

福井
県 鯖江市、福井市、越前市

三重
県 桑名市、桑名郡、いなべ市、員弁郡　東員町、三重郡

奈良
県

奈良県全域 (以下の地域は除く：黒滝村、川上村、天川村、上北山村、下北山村、野迫川村、十津川村、五條市大塔
町)

令和3年9月1日現在

※上記都道府県内でも地域によっては伺えない場合があります。あらかじめご了承ください。

カーテンクリーニング価格表

※洗濯絵表示のないカーテンはお預かりできません。
また、洗濯絵表示のついているカーテンでも、ご使用が長期の場合、素材等によってはクリーニングが承れないことがありま
す。
※高さ2.5ｍ以上の取付け・取り外しなどの場合、別途手数料を申し受けます。

幅＝レール幅（単位:cm）
丈＝カーテン総丈（単位:cm）

【ドレープ】
単位:円/窓

カーテン総丈
レール幅

～90 91～135 136～180 181～225

～100 1,683円(税抜1,530円) 2,431円(税抜2,210円) 3,366円(税抜3,060円) 3,872円(税抜3,520円)

101～120 1,870円(税抜1,700円) 2,992円(税抜2,720円) 3,696円(税抜3,360円) 4,752円(税抜4,320円)

121～140 2,244円(税抜2,040円) 3,366円(税抜3,060円) 4,400円(税抜4,000円) 5,456円(税抜4,960円)

141～160 2,618円(税抜2,380円) 3,696円(税抜3,360円) 4,928円(税抜4,480円) 6,336円(税抜5,760円)

161～180 2,992円(税抜2,720円) 4,224円(税抜3,840円) 5,632円(税抜5,120円) 7,040円(税抜6,400円)

181～200 3,366円(税抜3,060円) 4,752円(税抜4,320円) 6,336円(税抜5,760円) 7,920円(税抜7,200円)

【裏地付きドレープ】
単位:円/窓

カーテン総丈
レール幅

～90 91～135 136～180 181～225

～100 2,524円(税抜2,295円) 3,646円(税抜3,315円) 5,049円(税抜4,590円) 5,808円(税抜5,280円)

101～120 2,805円(税抜2,550円) 4,488円(税抜4,080円) 5,544円(税抜5,040円) 7,128円(税抜6,480円)

121～140 3,366円(税抜3,060円) 5,049円(税抜4,590円) 6,600円(税抜6,000円) 8,184円(税抜7,440円)

141～160 3,927円(税抜3,570円) 5,544円(税抜5,040円) 7,392円(税抜6,720円) 9,504円(税抜8,640円)

161～180 4,488円(税抜4,080円) 6,336円(税抜5,760円) 8,448円(税抜7,680円) 10,560円(税抜9,600円)

181～200 5,049円(税抜4,590円) 7,128円(税抜6,480円) 9,504円(税抜8,640円) 11880円(税抜10,800円)

【レース】
単位:円/窓

カーテン総丈
レール幅

～90 91～135 136～180 181～225

～100 1,287円(税抜1,170円) 1,859円(税抜1,690円) 2,574円(税抜2,340円) 2,904円(税抜2,640円)

101～120 1,430円(税抜1,300円) 2,288円(税抜2,080円) 2,772円(税抜2,520円) 3,564円(税抜3,240円)

121～140 1,716円(税抜1,560円) 2,574円(税抜2,340円) 3,300円(税抜3,000円) 4,092円(税抜3,720円)

141～160 2,002円(税抜1,820円) 2,772円(税抜2,520円) 3,696円(税抜3,360円) 4,752円(税抜4,320円)

161～180 2,288円(税抜2,080円) 3,168円(税抜2,880円) 4,224円(税抜3,840円) 5,280円(税抜4,800円)

181～200 2,574円(税抜2,340円) 3,564円(税抜3,240円) 4,752円(税抜4,320円) 5,940円(税抜5,400円)

※表示料金は消費税(10%)を含む総額表示となっております。

DDuet会員の方のレビュー ※最新レビューを4件表示

すうちゃんさん

昔ながらの大きい家でカーテンの数が多く、54歳になると取り外すのも大変で、クリーニングを活用しました。本当に楽で新
品みたいに綺麗になり大満足です。これからも無理をせずに大変な仕事は代行をお願いしようと思います。

はなさん

カーテンは自宅で洗うことは不可能だし、クリーニングに出す事もできないのでこのサービスはとても魅力的でした！

この商品をご注文いただいた方は、こんな商品にも興味をもっています。

クリーニング箇所から探す

エアコン

エアコンクリーニング<壁掛
けタイプ>

エアコンクリーニング<天井
埋込タイプ>

キッチン・浴室・洗面所
・トイレ（水まわり）

レンジフードクリーニング

キッチンクリーニング

浴室クリーニング

洗面所クリーニング

トイレクリーニング

研磨サービス

全自動洗濯機除菌クリーニン
グ

冷蔵庫クリーンアップサービ
ス

【定期】気になる水まわりお
掃除サービス

【定期】選べるお掃除定額サ
ービス

【定期】キッチン中心お掃除
サービス

【定期】浴室中心お掃除サー
ビス

お部屋

オゾン除菌・脱臭サービス

室内抗菌加工サービス

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

照明器具クリーニング

白木クリーニング

ペット用滑り止めコーティン
グサービス

【定期】選べるお掃除定額サ
ービス

【定期】お部屋の全てお掃除
サービス

【定期】グランサービス

カーテンクリーニング

窓まわり

窓ガラス・サッシ・網戸クリ
ーニング/網戸張替サービス

窓用フィルム施工サービス

研磨サービス

家中いろいろ（セットプラ
ン）

ハウスワイドサービス

【定期】お部屋の全てお掃除
サービス

【定期】グランサービス

その他

お墓おそうじ代行サービス

空家点検サービス

エコお掃除

ウェルカムベイビー応援プラ
ン（お掃除）

ご要望から探す

除菌・抗菌サービス

定期的にお掃除してほしい

家中まとめておまかせしたい

専門性の高いサービス

地域別料金表
地域を選ぶ

料金シミュレーション

クリーニング箇所から探す

- エアコン

エアコンクリーニング<壁掛けタイプ>
エアコンクリーニング<天井埋込タイプ>

- キッチン・浴室・トイレ・洗面所（水まわり）

レンジフードクリーニング
キッチンクリーニング
浴室クリーニング
洗面所クリーニング
トイレクリーニング
研磨サービス
全自動洗濯機除菌クリーニング
冷蔵庫クリーンアップサービス
定期 気になる水まわりお掃除サービス
定期 選べるお掃除定額サービス
定期 キッチン中心お掃除サービス
定期 浴室中心お掃除サービス

- お部屋

オゾン除菌・脱臭サービス
室内抗菌加工サービス
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
照明器具クリーニング
白木クリーニング
ペット用滑り止めコーティングサービス
定期 選べるお掃除定額サービス
定期 お部屋の全てお掃除サービス
定期 グランサービス
カーテンクリーニング

- 窓まわり

窓ガラス・サッシ・網戸クリーニング/網戸張替サービス
窓用フィルム施工サービス
研磨サービス

- 家中いろいろ（セットプラン）

ハウスワイドサービス
定期 お部屋の全てお掃除サービス
定期 グランサービス

- その他

お墓おそうじ代行サービス
空家点検サービス
エコお掃除
ウェルカムベイビー応援プラン（お掃除）
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カーテンをクリーニングして明るいお部屋づくりと衛生的
な環境づくりをお手伝いします。

カーテンは知らないうちにハウスダストやおそうじの際にホコリを吸い
込んで汚れています。カーテンに付着したホコリやカビの胞子、ダニは
アレルギーの原因になることもあります。カーテンをクリーニングして
明るいお部屋づくりと衛生的な環境づくりをお手伝いします。

企業情報 店舗一覧 お問い合わせ 個人情報保護方針 サイトについて サイトマップ 特定商取引に関する法律に基づく表記

平均レビュー
5つ★のうち

5

何かお探しですか？

メニュー  ログイン サポート カート

家庭用 事業所用

カーテンクリーニング

ふとん丸洗いサービス
衛生環境を整える

愛和 株式会社は
持続可能な開発目標 (SDGs)

を支援しています


