
ユニフォームや衛生関連商品だけではありません。

ダスキンでは厨房環境に関するさまざまなノウハウに基づき、

安全・安心の環境づくりへの取り組みを進めています。

作業環境の衛生状況を「見える化」
拭き取り検査サービス

手軽な衛生検査で現状をチェック
清浄度測定サービス
（ATP拭き取り検査）

作業場所へのホコリの持ち込みをストップ
フロアマット

ゴキブリ・ネズミなどの発生や侵入を抑える
害虫獣駆除サービス

感染対策と衛生維持に
食品・医療施設向け 薬用泡ハンドソープ
販売名：薬用ハンドソープFI

プロの目で隅々まで衛生レベルを調査
目視調査サービス

※商品・サービスによっては、他店で対応する場合がございます。

食中毒などに関する知識や技術を伝授
衛生セミナーの開催

ニオイの発生や害虫の発生を抑制
グリストラップ清掃

ダスキンでは、衛生管理に特化した
専門研修を受講した「ハイジーン
マスター」を各拠点に配置。日常
衛生の状況確認や衛生管理プラン
の策定など、さまざまな角度から
お客様のビジネス上のリスク低減
をサポートしています。衛生に関
するご相談がございましたら、お気
軽にお声がけください。

医薬部外品

ご相談お問い合わせは、
ダスキンコンタクトセンターまで

ユニフォームサービス事業部
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-33
承認番号 US220302
コードNo08-7899-00
2022.04_30,000

※表示価格（料金）は、消費税10％を含む総額表示です。
※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あります。
※当カタログに掲載の写真、記事、デザイン等を無断で使用することを禁じます。
※掲載の商品は予告なく、価格変更・仕様変更・廃番になる場合があります。
※当カタログの記載情報は、予告なしに変更になる場合がございます。

作業環境の改善に

スタッフの意識向上に

作業環境の改善、スタッフの意識向上を
トータルにサポートします。

安全・安心の環境づくりをユニフォームと衛生アイテムでお手伝い

DUSKIN UNIFORMS
衛生サポート商品カタログ



毛髪が落下しない
ようにしなきゃ

「異物混入防止」と「清潔維持」に向けて

アピアランスを見直しませんか？

HACCP対策

INDEX

事業規模や使用頻度に応じて経済的にご使用いただけるよう、ロットの大小に合わせて商品を
ラインナップしています。詳しくは担当者までお気軽にお申し付けください。

たれ付き帽子商品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3

マスク・ガウン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3

食品工場用ユニフォーム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4

シューズ・シューズカバー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4

エプロン・アームカバー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4

厨房用ユニフォーム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5

ユニフォームに安心を添える「衛生管理サービス」‥‥‥6

2020年6月の制度化、そして2021年6月の義務化スタートに

ともなって、食品事業者に関わるのが「HACCP」の導入。

HACCPの考え方に基づく衛生管理では、その前提として

「一般衛生管理（プログラム）」を実施する必要があります。

HACCPを導入する際には、厨房や製造ラインの衛生状態
を確保することが不可欠。施設・設備の衛生管理や害虫獣
対策、廃棄物や排水の取り扱い、衛生的な作業着の
着用など「一般衛生管理」とされる項目について確実に
対応することが求められます。

「一般衛生管理」とは

飲食の現場での衛生リスクとなる「異物混入」と「汚染」を
防止するために、スタッフのユニフォームやマスク、グローブ
など衛生サポートアイテムの確実な着用が重要。この機会
にユニフォームを見直してみませんか。

清潔で安全・安心なユニフォームは
衛生管理の基本

スタッフの
アピアランス改善で、
衛生リスクを抑制
することができます。

ユニフォームの
クリーニング、
大変だよ

今の状態では不安だ‥‥。 これでバ
ッチリ！

ノープロ
ブレム！

HACCP（ハサップ）とは「危害分析重要管理点（Hazard 
Analysis and Critical Control Point）」の頭文字をとった
もので、食品の衛生管理システムの国際標準。製造工程をモニ
タリングし、異常発生時にはすぐに対策を行うことで、食品事故
の発生を抑える仕組みです。

大口注文にも
対応いたします

異物混入は
クレームに
直結するし

毛髪の落下、
異物混入のおそれ、
クリーニングの
手間も!

〈リスク〉

セルフチェック表

異物混入

コックコート
⇒  袖口ネットで衣服内部
　  のホコリや体毛の
　  落下を防止
⇒  内ポケットで異物など
　  の落下を防止

異物混入
パンツ
⇒  パンツ裾ネットでホコリ
　  や体毛の落下を防止

頭髪落下
たれ付き帽子
⇒ 毛髪をすっぽりカバーして
    抜け毛の落下を防止。

飛沫拡散
マスク
⇒ マスク着用により
　 飛沫拡散を防止

異物混入
エプロン
⇒ ノーポケットタイプエプロン
　 の着用により異物混入防止

シューズ
⇒ 専用シューズの使用により
　 転倒事故防止

転倒事故防止
汚れ持ち込み

1 2

衛生サポートアイテムの
『ココがポイント！』
食品衛生の基本である「異物混入防止」と「清潔の維持」を実現するため、
ダスキンでは衛生サポート商品をご用意しています。従業員の衛生レベルの
維持・向上に不可欠なポイントをご確認ください。

ダスキンはユニフォームの定期クリーニング集配も行っています。
つねに衛生的な状態でご着用いただけるよう、管理体制を整えています。



襟元スナップ
襟をスナップで固定。頭巾帽
子をしっかり押さえ、ズレ上が
りを防止します。

パンツ裾ネット（フライス仕様）
パンツ内部からの異物落下を防
止。縫い目が表に出ない特殊縫製
を施し、糸くずの落下も防ぎます。

吸汗素材の袖口ネット
衣服の内部からのホコリや体
毛の落下を防ぎます。また、同
時に汗も吸収します。

ブルーフィルムを
使用した使い捨てタイプ。

手軽に袖口の濡れと汚れの予防ができるアームカバー。

ポケットをなくすことで
ペンなどの落下を防止。

 3 4※表記価格は10％の消費税込価格です。

抗菌加工が施された、
繰り返し洗って使えるマスクです。

視界が広く、シールドと顔との間に空間が
確保。息苦しさを感じることはありません。

●サイズ：140×125mm ●材質：表面／ポリエステル
　100％、裏面／綿100％、耳ひも部／ポリウレタン、
　アジャスター／塩化ビニル樹脂 ●カラー：ホワイト
※すべての菌に効果があるわけではありません。

1枚入 ¥330
（税抜 ￥300）

品コード

1404-02

洗えるマスク
エレクトレットマスク頭掛け

高効率帯電フィルター使用。
従来品に比べて通気性が良く軽量。

●素材：ポリプロピレン  ●サイズ：フリー 
●カラー：白

1箱
50枚入

¥1,540
（税抜 ￥1,400）

品コード

2327-12

消臭シート

●素材：ポリエステル不織布、
　無機系消臭剤（金属塩）  
●サイズ：10×10cm

1袋
3枚入

¥455
（税抜 ￥414）

品コード

1417-01

エレクトレットマスク耳掛け

靴底

肩口までメッシュケープで覆い、
異物混入のリスクを軽減。

1箱 10個入

1箱 10枚入

¥7,480
（税抜 ￥6,800）

品コード

1405-01

マスクリアエコノ

¥3,245
（税抜 ￥2,950）

品コード

1406-01

エコノ専用交換フィルム

●材質：透明フィルム／ポリカーボネート、
　フレーム／ポリカーボネート、バンド／ポリウレタン・ポリアドミ、
　オーリング／ニトリルゴム、クロス／ポリアドミ、
　携帯袋／ポリエチレン
●サイズ：フリー

表情を隠さず衛生面に配慮。
スムーズな接客をサポート。

3194（ホワイト）頭巾帽子

●サイズ／各頭回り M：60cm、L：62cm、LL：64cm
●素材／制電トロピカル（PETボトル再生繊維） ポリエステル100%
吸汗ニット ポリエステル85%・ポリウレタン15%、
メッシュ ポリエステル100%
●日本製またはベトナム製または中国製

男 女 兼 用

¥3,410（税抜 ￥3,100）
品コード

たれ付き帽子商品

エプロン・アームカバーシューズ・シューズカバー

食品工場用ユニフォーム

マスク ガウン

制電素材

NON

透け防止

NON

吸汗・速乾

制電素材

NON

透け防止

NON

吸汗・速乾

メガネ留め

マスク留め

メッシュ

吸汗ニット

スナップテープ
調節式

メッシュケープ

制電素材

NON

透け防止

NON

吸汗・速乾

3180（ホワイト）
ブルゾン

●サイズ／S～4L
●素材／ポリエステル100％
  （制電トロピカル）
●日本製またはベトナム製

男 女 兼 用

¥5,830（税抜 ￥5,300）
品コード

襟元スナップ

吸汗素材の
袖口ネット

生地の厚み
薄 厚1 2 3 4

パンツ裾ネット
（フライス仕様）

3187（ホワイト）
パンツ（総ゴム+ヒモ付）

●サイズ／S～4L
●素材／ポリエステル100％
  （制電トロピカル）
●日本製またはベトナム製

男 女 兼 用

¥5,500（税抜 ￥5,000）
品コード

生地の厚み
薄 厚1 2 3 4

10箱
1,000枚入

9559（ホワイト）

9560（ブラック）

履きやすさ、動きやすさを第一に考えました。

くり返し洗える
リユーサブルガウン

¥18,040
（税抜 ￥16,400）

7887-01

ポリエチレン
シューズカバーブルー
品コード

（白） （背面）

男 女 兼 用

¥2,420（税抜 ￥2,200）
エプロン

●素材：ウエザー（PETボトル再生繊維） ポリエステル100%
●サイズ：フリー  ●カラー：白、グリーン、レッド、ブルー、イエロー
※撥水加工、ポケットなし

2251-32品コード

男 女 兼 用

¥3,850（税抜 ￥3,500）
3235-08

長　靴

●素材：塩化ビニール樹脂
●サイズ：22.5～27.0cm（0.5mmピッチ）/28.0cm
※抗菌、防カビ

品コード

男 女 兼 用

¥3,795（税抜 ￥3,450）
1416-01

ガウン

●素材：ポリエステル65%、綿35%
●サイズ：フリー

品コード

男 女 兼 用

1箱
12双入

¥3,190
（税抜 ￥2,900）

9966-03
アームカバー
品コード

男 女 兼 用

●素材：EVA（酢酸ビニール共重合体）
●サイズ：フリー

毛髪をすっぽりカバーして抜け毛の落下を防止。

●素材：ウエザー（PET ポトル再生繊維）ポリエステル
100%、たれ：メッシュ（ポリエステル100%）●サイズ：
フリー●カラー：黒、ポトルグリーン、ワイン、ブラウン
※ネット、撥水加工

2290-18

ハンチングキャップ
たれ付き

男 女 兼 用

¥2,750（税抜 ￥2,500円）
品コード

異物防止

●素材：ツイル（ポリエステル65%、綿
35%)、たれ：メッシュ（ポリエステル
100%）●サイズ：フリー●カラー：黒、白
※ネット、撥水加工

2290-18
キャスケット たれ付き
男 女 兼 用

¥2,750（税抜 ￥2,500円）
品コード

異物防止

●素材：タッサー（ポリエステル65%、
綿35%）、たれ：メッシュ（ポリエステル
100%）●サイズ：フリー（高さ22cm） 
マジックテープ調整式●カラー：白
※ネット

2297-14
コック帽 たれ付き
男 女 兼 用

¥2,530（税抜 ￥2,300円）
品コード

異物防止

●素材タッサー（ポリエステル65%、綿
35%)、たれ：メッシュ（ポリエステル
10 0%）●サイズ：Ｍ５８・L 6 0・
LL62cm（高さ8cm） ●カラー：白、黒
※ネット

2296-17
和帽子 たれ付き
男 女 兼 用

¥1,210（税抜 ￥1,100円）
品コード

異物防止

男 女 兼 用

●素材：タッサー（ポリエステル65% 、
綿35%）、メッシュ（ポリエステル
10 0%）●サイズ：M5 8・L 6 0・
LL62cm（高さ8cm） ●カラー：白
※ネット、抗菌加工、制電

2296-18

天メッシュ和帽子
たれ付き

男 女 兼 用

¥1,320（税抜 ￥抜1,200円）
品コード

異物防止

¥3,300（税抜 ￥3,000）
9559（ホワイト）9560（ブラック）

コックシューズ

●サイズ：22.0～30.0cm（0.5mmピッチ）
※28.5cm/29.5cm除く
●中国製

品コード

男 女 兼 用

◎調理場の水や油にも滑りにくい、
特殊デザインを採用した靴底
◎軽量で疲れにくく、履き心地
の良いクッション性
◎ゆったり履ける3Eサイズ

（レッド）

（ブルー）

（イエロー）

（グリーン）

メガネタイプの
可動式フェイスシールド

●材質：フレーム／ポリカーボネート
シールド／ＰＥＴ、袋ＰＰ
●サイズ：シールド部 240×220ｍｍ

1箱
20セット

¥9,900
（税抜 ￥9,000）

品コード

1407-01

可動式フェイスシールドＳＵＮ
1枚入 ¥319

（税抜 ￥290）

品コード

1393-01

フェイスシールド SO

なめらかな質感の高機能素材を使用。
高温環境下でも清涼で快適な着心地。

●材質：カバー／PET、押さえ部分／ポリウレタン、
ゴム／ポリウレタン

●サイズ：カバー／幅330×高さ220mm、
ゴム／幅20×長さ320mm

頭掛けタイプ

制菌加工

制菌加工

制菌加工

開閉可動式
飲食可能

（ベージュ）

貼って、吊るして。
繰り返し使える消臭シート



Hygiene management
service

衛生管理
サービス

3133（ホワイト）
七分袖コックコート

●サイズ／S～3L  
●素材／ポリエステル85％・綿15％（タッサー）  
●日本製

男 女 兼 用

¥6,655（税抜 ￥6,050）
品コード 3137（ホワイト）

七分袖調理コート

●サイズ／S～3L  
●素材／ポリエステル85%・綿15%（制電交織タッサー）
●日本製

男 女 兼 用

耐久防汚加工
「リップガード」

¥6,325（税抜 ￥5,750）
品コード

衣服内から発生する
チリや体毛等の
落下を防止。

パンツ内側に付いた
ネットで体毛の
落下を防止。

制電素材

NON

生地の厚み
薄 厚1 2 3 4 5

生地の厚み
薄 厚1 2 3 4 5

袖口ネット

内ポケット

背中プリーツ

袖口ネット

袖口ネット

胸ポケット

生地の厚み
薄 厚1 2 3 4 5

生地の厚み
薄 厚1 2 3 4 5

制電素材

NON袖ネット

内ポケット
制電素材

NON袖ネット

内ポケット

3139（ホワイト）
七分袖調理コート

●サイズ／S～3L
●素材／ポリエステル85％・綿15％（制電交織タッサー）
●日本製

男 女 兼 用
制電素材

NON袖口ネット

内ポケット
制電素材

NON袖口ネット

内ポケット

耐久防汚加工
「リップガード」

動きやすさのための工夫を施し、
スッキリとしたスタイルも確保。

黒いボタンが印象的。
アジアンテイストが香る一着。

まとわりつきにくい制電糸を採用。肌触りの良さも快適のポイントです。

スッキリとした端整な襟元が、
和の世界に新たな風を
吹き込みます。

裾ネット採用で
体毛の落下を防止。
撥水性にもすぐれています。

¥6,325（税抜 ￥5,750）

¥5,390（税抜 ￥4,900）
3130（ホワイト）

長袖コックコート

●サイズ／S～3L
●素材／ポリエステル65％・
　綿35％（制電単糸ツイル）  
●中国製

男 女 兼 用

品コード 3131（ホワイト）
半袖コックコート

●サイズ／S～3L
●素材／ポリエステル65％・
　綿35％（制電単糸ツイル）
●中国製

男 女 兼 用

¥5,060（税抜 ￥4,600）
品コード

品コード

撥水加工

NON

制電素材

NONパンツ裾ネット

3141（ブラック）
パンツ

●サイズ／SS～3L
●素材／ポリエステル100％（制電ギャバ）
●ベトナム製

男 女 兼 用

¥5,830（税抜 ￥5,300）
品コード

厨房用ユニフォーム

異物防止

3217
スラックス（混紡）

●サイズ：SS～3L 
●素材：ポリエステル65% 、綿35%
●カラー：白

男 女 兼 用

¥5,940（税抜 ￥5,400円）
品コード

複数のメニューを組み合わせた
高度な衛生管理サービスをご提供！

軽快な動きの確保が作業の安全に

ダスキンでは、衛生クリーニングやICタグを活用した管理サービス、
そして抗菌素材を使用した衛生ユニフォームを組み合わせることで、
より高度な「衛生管理サービス」をご提供しています。

Cleanliness

Safety Management

ダスキンでは、殺菌効果のある過酢酸製剤を使用し、生地を傷
めることなく菌を減少させる「衛生クリーニング」を開発。飲食・
医療関係をはじめ、すべてのユニフォームを衛生的な工程でク
リーニングし、お手もとにお届けしています。

抗菌素材を使用し、菌の増殖
を抑制するなど汚染リスク
の軽減を図っています。
また飲食関連では異物混入
トラブル防止のためのデザ
イン上の工夫を施したり、作
業時の動きやすさを確保す
る設計も取り入れています。

◎WEB検索でユニフォームの稼働状態が把握でき、
　クリーニング状況や在庫量が確認できます。

◎万一の紛失や盗難、破損が発生したときに
　「誰のユニフォームか」の特定が容易に。

◎着用者の判別ができ、破損率の抑制につながります。

ユニフォームの稼働状態を「見える化」、
コストダウンにもつながります！

※ICタグの利用にはダスキンが供給するユニフォームに限りますので、
　お客様所有のユニフォームではご利用になれません。

・衛生クリーニング証

サイクル化による衛生管理サービスを確立

クレンリネス マネジメント セーフティ

洗浄による「清潔」　  状況の「管理」　  作業時の「安全」

ユニフォームに
付着した
汚れや菌を・・・・

殺菌効果のある
過酢酸製剤を使用した
クリーニング。

※すべての菌に効果があるわけではありません。

清潔な商品を
出荷します。

衛生クリーニング
殺菌効果※のある薬剤を使用し菌を減少させます。

管理システム
ICタグ管理で
1着ごとの使用回数を把握します。
個人別の着用頻度も管理できます。異物混入防止のため、

さまざまな工夫を凝らしています。

衛生ユニフォーム
抗菌生地で、
菌の増殖を抑制します。

ユニフォームに装着したICタグで状況を把握

●衛生クリーニングご利用のお客様には、
　クリーニング証を発行いたします。

制菌加工

制菌加工 制菌加工

制菌加工

制電素材

NONパンツ裾ネット

異物防止
制菌加工

3214
調理コート

●サイズ：SS～5L 
●素材：ポプリン（ポリエステル65％・綿35%)
●カラー：白

男 女 兼 用

¥4,180（税抜 ￥3,800円）
品コード

退色
防止

5 6※表記価格は10％の消費税込価格です。


