
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

お掃除用品レンタル
一般家庭から店舗、会社まで生
活のあらゆる場面に「キレイ・
快適」をご提案、お届けします。
《主な商品》モップ、キッチン
フィルター、ダスキンマット、
洗剤・スポンジ、浄水器、空気
清浄機、水周りクリーンサービ
ス商品、その他

ダスキン サービスマスター

プロのお掃除
サービスマスターは、専門技術者
が独自の資器材や洗剤を駆使する
清掃サービス。ご家庭や事業所の
「汚れが落ちない」
「手間がかかる」など、お掃除に
関するさまざまなお困りごとを解
決します。
ご家庭や事業所のトイレや洗面、
浴室、キッチン、レンジフードか
らエアコンのクリーニング、また
オフィス、飲食店、病院や工場に
向けて環境整備の管理運営など
トータルなサポートも行っていま
す。

ダスキン メリーメイド

家事代行サービス
ダスキンメリーメイドはお客様宅を
定期的に訪問し、ご要望や状況に合
わせて家事を代行。
さらに日用品のデリバリーも行いま
す。留守中のサービスも承り、お仕
事をされる奥様や単身者、また高齢
者の方々にも好評です。家に帰った
ら、すっきりキレイなお部屋に。ご
都合に合わせてさまざまな家事をお
手伝いします。

ダスキン ターミニックス

害虫駆除サービス
ダスキンターミニックスは害虫
駆除・予防管理のプロフェショ
ナルです。
ご家庭や、飲食店やオフィスの
ゴキブリ、シロアリなどの害虫、
ネズミなどの害獣を徹底的に駆
除します。薬剤の使用を最小限
に抑え、予防管理に重点をおく
「レスケミカル」、徹底した衛
生管理、低コストを推進してい
ます。

ダスキン ユニフォーム

レンタル＆クリーニング
毎日の業務を快適に行っていた
だくための、飲食店向けユニ
フォームをご提案。
素材や使用の改善にも常に取り
組んでいます。医療機関向けに
は、洗濯時の収縮を防ぐための
生地や、静電気の滞留を防止す
る特殊な糸を織り込んだ素材を
使用するなど、最適なユニ
フォームをご用意しました。

ダスキンレントオール

イベント用品レンタルと
プロデュース
イベントやパーティ用品を省コ
スト・省スペースのレンタルで
賢くご利用頂けます。ダスキン
レントオールには最新、豊富な
品揃えでご用意。レンタルとい
う仕組みを通じて環境に優しく、
しかも価値ある豊かな暮らしへ。
「物を買わない」「ゴミを増や
さない」は環境への取り組みの
第一歩、レンタルは地球に優し
い仕組みです。

ダスキン ヘルスレント

ヘルスレント
ダスキンがお届けす
る介護・福祉用具の
レンタルと販売の
サービスステーショ
ンです。福祉用具は
多種多様で、それら
を利用する方々の状
況もさまざまです。
たいせつなことは、ご利用になる
方お一人おひとりの「こんなこと
をしたい」という希望を理解した
うえで、身体機能、住環境、介護
環境にあった福祉用具を選ぶこと
です。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。

ダスキンふとん丸洗い宅配サービス

ふとんを水洗いすることで、天
日干しやドライクリーニングで
は取り除けないダニの糞や死骸、
汗、尿などの水溶性の汚れを
しっかり清潔にし、しかもふと
んは「引き取り・お届け」大変
便利です。

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。
年間プログラムにそった、施肥か
ら害虫防除に至るまで植裁のメン
テナンスサービスをお任せくださ
い。樹木本来のパワーを引き出す
施肥（肥料やり）は環境に配慮し
た薬剤を季節に合わせて使用し、
早期発見・早期退治に努めます。
時期に応じた剪定、年間プログラ
ム（芝生に肥料と雑草対策等を定
期に）によって健康で生き生きと
した芝生を育てます。お庭全体の
大掛かりな造園工事から庭木の植
え替えなど、お庭のちょっとした
フォームまで精通したスタッフが
対応し
ます。

グループ事業 スウィーパー

店舗・工場向け清掃・油脂浄化

スウィーパー
は独自開発した
GT浄化装置
「ろかQ」によ
り、産業廃棄物
を発生させない
クリーンな

グリーストラップ環境を実現。
槽内に１基設置し、稼働させるだ
けで、完璧に油脂を分解、排水を
浄化。槽内の水を対流させながら、
同時に外気酸素を注入させるアイ
デアが装置の小型化、バクテリア
の生命力強化を実現、浄化効率を
飛躍的に高めました。グリースト
ラップの完全浄化と保守管理サー
ビスは、業界のパイオニア、最高
の実績を誇る、スウィーパーにお
任せください。

ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業STICK SWEETS FACTORY

「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
ても最適です。本格的なドリンクと
合わせてどうぞ。

ダスキン ドリンクサービス

天然水の宅配サービス
宅配サービスでラクラク。こだ
わりの100％天然水をいつでもお
いしくお飲みいただけます。ス
プラッシュウォーターは、天然
のミネラル分をたっぷり含む良
質のナチュラルミネラルウォー
ター。
水質は日本人の口、体に合いマ
イルドな味の軟水なので、お子
さまからご年配の方まで、ご愛
飲いただけます。

取扱サービスのご案内



ごあいさつ

私たち株式会社キープは創業以来53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

事業の歩み

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
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

未来へ

湘南に5つの事業［キープグループ］

ダスキン
ケアサービス

ダスキン
訪問販売事業

ダスキン
ヘルスレント

フードサービス

ダスキン
レントオール

KEEP
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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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

⑥
★


