
株式会社キープのご案内

めざすのはさらなる躍進、

未来へつなぐ夢

お母さんと赤ちゃんを結ぶ絆は

未来永劫です

私たちは

お客様との信頼関係も

そうありたいと願います

お母さんの優しい手こそ

私たちの基本コンセプトなのです

更なる躍進を目指し

未来の担い手に

夢を繋いでいきたいと考えます

ダスキンダストコントロール

清掃・衛生用品レンタルと販売
ご家庭やオフィス・店舗をいつも
清潔・快適に。お客様係が訪問し、
清掃・衛生用品のレンタルと販売
をはじめ、暮らしや職場に合わせ
た快適な環境作りをご提案します。

ダスキン サービスマスター

プロのお掃除サービス
ご家庭のハウスクリーニングをはじ
め、オフィス・店舗など事業所の清
掃業務まで、お掃除に関するさまざ
まなお困りごとをプロの技術と資器
材で解決します。

ダスキン メリーメイド

家事代行サービス
ご家庭に訪問し、きめ細かなサービ
スで、お掃除や日常のさまざまな家
事をお手伝い。定期的に、また必要
な時のみなど、お客様に合わせたプ
ランをご用意しています。

ダスキンターミニックス

害虫獣の駆除と総合衛生管理
ご家庭や飲食店・オフィスに発生
するゴキブリ・シロアリ・ネズミ
などの害虫獣を、専門的な知識と
技術をもつプロが、人と環境に配
慮した方法で駆除・予防します。

ダスキンレントオール

イベント企画・運営・設営
ダスキンレントオールでは、イ
ベントの企画立案から設営・運
営・撤収までをトータルプロ
デュース。
各種イベント用品をはじめ、感
染対策商品・衛生関連商品など、
幅広いアイテムのレンタルサー
ビスも行っています。

ダスキンヘルスレント

介護福祉用具のレンタル・販売
ご利用者様の自立と介助をサポー
トする介護用品・福祉用具のレン
タルと販売。専門相談員が、生活
環境や身体状況に応じた適切な商
品をご提案。
ご利用になる方の自立に役立ち、
介助する方の使いやすい福祉用具
をご提供することでより快適でこ
こちよい生活をサポート致します。

ダスキントータルグリーン

樹木の剪定や草刈り
ダスキントータルグリーンはお庭
や庭木の緑を管理するプロフェッ
ショナル。
ご家庭の樹木の剪定、雑草対策、
病害虫防除、芝生の手入れなど定
期的なメンテナンスを実施。事業
所向けにも、植栽の管理・維持や
観葉植物のレンタルなどのサービ
スを行っています。

STICK SWEETS FACTORY

スティックケーキの製造・販売
「少しずついろいろ…」
の声に、工夫を凝らしたスティック
ケーキ6タイプ30種類以上をご用意。
チーズケーキ、タルト、ミルフィー
ユからフルーツいっぱいのケーキな
ど見た目もキュート、片手で食べら
れるスティックタイプはギフトとし
てもご利用頂いております。

取扱サービスのご案内

1968 株式会社キープ創業（ダスキンに加盟）

1972 平塚に愛の店営業所を開設

1975 秦野に愛の店営業所を開設

1982 レントオール湘南店オープン、愛の店藤沢営業所開設

1985 サービスマスター事業スタート

1994 ターミニックス事業スタート

1996 メリーメイド事業スタート

1999 ダスキン曽屋支店オープン

2003 ダスキン寒川町支店オープン
ヘルスレント湘南ステーションオープン

2007 ヘルスレント港南ステーションオープン

2009 キープ藤沢営業本部オープン
スティックスウィーツファクトリー事業スタート
トータルグリーン事業スタート

2013 ヘルスレント平塚ステーションオープン

2015 ダスキンレントオール湘南ステーションを
ダスキンレントオール湘南イベントセンターに変更

2020 ヘルスレント厚木ステーションオープン

会社概要

社 名 株式会社キープ
本 社 神奈川県藤沢市辻堂太平台2-9-2
設 立 1968年9月13日
資本金 2,000万円
売上高 15億9,600万円（2021年度）
従業員 300名（アルバイト・パート含む）
代表者 代表取締役社長 堺 勇二

電 話 0466-34-7163（代表）
Ｈ Ｐ https://keepshonan.jp

事業の歩み 未来へ

2021 ダスキンレントオール横浜西口イベントセンターオープン
ダスキン羽鳥支店オープン

お問合せ



代表ごあいさつ

私たち株式会社キープは創業以来54年、「清潔」「快

適」「安全」な生活を支える多面的なサービスの提供を

主な事業としています。

業務の遂行に際しては、ダスキンフランチャイズの一員

としてまた地域社会の一員として、「法令遵守（コンプ

ライアンス）」、そして「持続可能な社会創造（サス

ティナブル・ソサエティ）」に真摯に取り組むことに

よって、豊かな生活環境づくりのお役に立つことを最も

重要な使命としています。

また、お取り引きをいただく上で「安心」と「安全」を

品質標準と心得、皆様のお役に立つことを願って日々精

進を重ねてまいります。

代表取締役社長 堺 勇二
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ダスキン
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network

●サービスマスター
プロのお掃除

●メリーメイド
お掃除、家事の代行

●ターミニックス
害虫駆除

●トータルグリーン
お庭のメンテナンス

■ダスキン羽鳥支店
■ダスキン寒川町支店

●スウィーパー神奈川
店舗、工場の油脂浄化

■ダスキン寒川町支店

●ヘルスレント
介護・福祉用具のレンタル

■ヘルスレント湘南ST
■ヘルスレント港南ST
■ヘルスレント平塚ST
■ヘルスレント厚木ST

●ダストコントロール
きれい、安全、清潔をお届け

●ウォーターコントロール
安全で健康な浄水器

●エアコントロール
きれいな空気

■ダスキン羽鳥支店
■ダスキン寒川町支店
■ダスキン曽屋支店
■ダスキン平塚西八幡支店

●ダスキンレントオール
●イベントプランニング
イベント企画・設営・運営

■レントオール湘南EC
■レントオール横浜西口EC

●スティックスウィーツファクトリー
楽しくおいしいスティックスウィーツ

■湘南モールフィル店

①ダスキン羽鳥支店
〒251-0056 藤沢市羽鳥1-3-8

tel/fax.0466(34)5678/(34)7986

②ダスキン曽屋支店
〒257-0031 秦野市曽屋960

tel/fax.0463(81)2610/(81)3830

③ダスキン寒川町支店
〒253-0112 高座郡寒川町中瀬21-48

tel/fax.0467(75)6151/(75)8151

④ダスキン平塚西八幡支店
〒254-0073 平塚市西八幡2-1-21

tel/fax.0463(23)5575/(23)5538

⑤レントオール湘南イベントセンター
〒251-0044 藤沢市辻堂太平台2-9-2

tel/fax.0466(34)3531/(34)3549

⑥レントオール横浜西口イベントセンター
〒220-0073 横浜市西区岡野2-15-32 日鴻ビル

tel/fax.045(534)4088/(534)4066

⑦ヘルスレント湘南ステーション
〒251-0044 藤沢市辻堂太平台2-1-13

tel/fax.0466(34)3749/(37)3252

⑧ヘルスレント港南ステーション
〒233-0016 横浜市港南区下永谷3‐72-8

tel/fax.045(820)2303/(825)4123

⑨ヘルスレント平塚ステーション
〒254-0073 平塚市西八幡2-1-21

tel/fax.0463(20)5711/(22)6711

⑩ヘルスレント厚木ステーション
〒243-0201 厚木市上荻野270-1
tel/fax.046(243)3130/(258)6911
⑪STICK SWEETS FACTORY湘南モールフィル店
〒251-0042 藤沢市辻堂新町4‐1-1-1F

tel/fax.0466(31)0789/(31)0781
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神奈川湘南に５つの事業【キープグループ】
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■株式会社キープ売上高

※20年度は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い売上減少

事業拠点

社員やスタッフがやりがいを持って仕事を出来、従業員が増えて売り上げを伸ばし、永続的に存続する会社へ…….

企業力を高めるための取り組み

企業力を
高める取り組み
３つの軸

３．働きやすい環境整備

内部・外部ともに環境整備を行い、
働きやすい・働きたい職場を目指します

<株式会社キープの年間休日データに基づく>
◆(株)キープ 年間休日日数

2022年度 113日
2021年度 105日
2020年度 106日（366日）

勤務日に質の高い仕事が出来るように
休日日数を増やしてプライベートを充実

２．休日日数のUP

１．給与（賞与・昇給）UP

生産性を上げ、質の高い仕事をして成果を上げる
ことで給与（賞与・昇給）にしっかりと反映

<日本経団連のデータに基づく>
◆(株)キープ

2022年度 昇給率 103.2%
2021年度 昇給率 109.54%

◆日本企業の平均昇給率
2022年度 昇給率 101.94%
2021年度 昇給率 101.8%

◆日本企業の昇給割合
2021年 中小企業 64.8%

株式会社キープは、
頑張った成果を働き方に反映
地域のお客様・従業員に末永く
愛される企業を目指して参ります…..
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