Miele専用洗剤・お手入れ用品
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食器洗い機用洗剤・乾燥仕上げ剤・お手入れ剤
PowerDisk All in 1
6個入りセット

¥10,780（税込）

UltraTabs All in 1
食器洗い機タブレット洗剤

¥9,800（税抜）

AutoDos搭載食器洗い機の洗浄性能を高める
専用洗剤の6個入りのお得なセット。
リンスエ
イドやグラス保護成分、汚れをしっかり落とす
活性酸素配合。1個につき約20回分*の洗剤を
自動投入します
（*ECOプログラム使用時）。
●
●

¥3,600（税抜）

ミーレ食器洗い機のパフォーマンスを最大化
するために洗剤メーカーと共同開発されたタ
ブレット洗剤です。低温でも頑固な汚れを取り
除き、
グラスも保護しながら洗浄します。
水溶性素材でラッピングされているため袋を開けず
にそのまま洗剤ケースにいれて、ふたをしてご使用く
ださい。
●内容量：60個入り
●

内容量：400ｇ×6個
対象機種：Miele AutoDos搭載食器洗い機専用

＊1個入り
（400ｇ）
も販売しております。

PowerDisk All in 1
(400g)

¥1,980（税込）

食器洗い機 庫内洗浄剤
（ディッシュクリーン）

¥1,760（税込）

乾燥仕上げ剤「リンスエイド」
※洗剤ではありません。

¥2,750（税込）
¥2,500（税抜）

食器に負荷をかけない余熱乾燥を促進するだ
けでなく、水滴跡やくもりを防いで美しく仕上げ
ます。
乾燥仕上げ剤のケースが満たされるまで、投入口に
ゆっくりと流し込んでください。投入後はしっかりと
ケースのふたをしめてください。
●内容量：500mL
●

¥1,800（税抜）

庫内洗浄剤
（インテンスクリーン）

¥1,600（税抜）

食器洗い機お手入れ用。
( 軽い汚れ )

¥1,760（税込）
¥1,600（税抜）

食器洗い機お手入れ用。
（ひどい汚れ）

キャップをはずし、上段バスケットにさかさまに立て
て、55℃の標準プログラムで食器をいれずに使用し
ます。食器洗い機のにおいや軽い汚れを除去し、パッ
キンを柔軟に保ちます。
● 1回につき1本使用。
ご使用頻度にもよりますが、機械
のコンディションを最適に保つため年に4〜5回のご
使用をおすすめします。
●内容量：160g

庫内がカラの状態で、庫内洗浄またはPots&Pans75℃
（インテンシブ75℃）
のプログラムを使用します。庫内の
油分や、ひどい汚れを強力に除去し、機械の性能を保
ちます。
●1回につき1本使用。
年に1〜3回の使用をおすすめします。
●ミーレ洗濯機・洗濯乾燥機のお手入れにもご使用い
ただけます。
●内容量：200g

●

●

¥3,960（税込）

●

¥1,430（税込）

カルキ除去剤
（ディスケーラー）

¥1,300（税抜）

食器洗い機カルキ除去用。
庫内がカラの状態で、庫内洗浄またはPots&Pans75℃
（インテンシブ75℃）のプログラムを使用します。
こびり
ついたカルキを強力に洗浄。
● 1回につき1本使用。
ご使用頻度に応じて、年1〜3回
洗浄してください。
●ミーレ洗濯機・洗濯乾燥機のお手入れにもご使用い
ただけます。
●内容量：250g
●
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洗濯機・洗濯乾燥機用洗剤・お手入れ剤
ウルトラホワイト
（パウダー・洗濯洗剤）

¥3,300（税込）
¥3,000（税抜）

白物用洗濯洗剤（パウダー）。衣類の光沢を保護しながら、白さをさらに
明るくし、清潔感をよみがえらせます。
・白または淡色の衣類、
ひどい汚れが付着しているもの用。
・ウールやシルク、
アウトドア衣類の素材には不向きです。
・蛍光増白剤を含んでいるため、生成りやパステルカラー、黒や鮮やかな色の衣
類には不向きです。
ご使用量の目安：洗濯物量4kgの普通の汚れの場合、40g（付属計量カップ半分）。
●内容量：2.5kg
●

ウルトラカラー
（リキッド･洗濯洗剤）

¥3,300（税込）
¥3,000（税抜）

色物用液体洗濯洗剤。低温でも効果的にしみを落とす特殊成分配合。鮮や
かな色を保護し、衣服の柔らかい風合いを残しながら、かすかなシトラスフ
ルーツとラベンダーの香りがします。
・色物および濃色衣類用。
・ウールやシルクには不向きです。

ウルトラカラー
（パウダー・洗濯洗剤）

¥3,300（税込）
¥3,000（税抜）

色物用洗濯洗剤（パウダー）。低温でも効果的にしみを落とす特殊成分配
合。鮮やかな色を保護し、衣服の柔らかい風合いを残しながら、
かすかなシ
トラスフルーツとラベンダーの香りがします。
・色物および濃色衣類用。
・ウールやシルクには不向きです。
ご使用量の目安：洗濯物量4kgの普通の汚れの場合、40g（付属計量カップ半分）。
内容量：1.8kg

●
●

ウールケア
（洗濯洗剤）

¥2,860（税込）
¥2,600（税抜）

ウールやカシミアのセーターやスカーフ、
シルク製品などの手洗い可能な
布地に適した液体洗剤。光学的光沢剤や漂白剤を含まず、小麦プロテイン
が、
デリケートな服の色を長く保ちます。
ご使用量の目安：洗濯物量2.0kgの普通の汚れの場合、48mL（キャップ1.2杯）。
内容量：1.5L

●
●

ご使用量の目安：洗濯物量4.5kgの普通の汚れの場合、55mL（キャップ1.3杯）。
内容量：2.0L

●
●

ファブリックコンディショナー
（柔軟剤）

¥1,870（税込）
¥1,700（税抜）

衣類を風合いよく、柔らかく仕上げ、長持ちさせる柔軟剤。乾燥機で乾か
す際の静電気を防止します。
さわやかで自然な香り。
・スポーツウェア、
ダウンジャケット、
アウトドア衣類には適していません。
ご使用量の目安：通常30mL（キャップ0.75杯）を柔軟剤投入口に流し込んでご使用ください。
内容量：1.5L

●
●

※画像は一部日本仕様とは異なります。

アウトドア
（洗濯洗剤）

¥2,420（税込）
¥2,200（税抜）

アウトドアウェアの繊細な生地の皮膜を保護、
ケアする液体洗剤。
・ゴアテックス®、
シンパテックス®またはウィンドストッパー®皮膜を使ったジャ
ケットやズボンなどのアウトドア繊維製品用。
ご使用量の目安：通常19mL（キャップ0.5杯）。
●内容量：250mL
（約13回分）
●

撥水剤

※洗濯洗剤ではありません。

¥2,860（税込）
¥2,600（税抜）

繊維の弾力性と通気性を保ちつつ、大切な衣類を水分、風、汚れから
保護します。
・耐水性・耐風性品質のスポーツウェア／アウトドア用品のお手入れおよび
テーブルリネンの特別な撥水加工用。
ご使用量の目安：通常57mL（キャップ1.5杯）。
内容量：250mL（約4回分）

●
●

庫内洗浄剤
（インテンスクリーン）

¥1,760（税込）
¥1,600（税抜）

洗濯機・洗濯乾燥機お手入れ用。
（ひどい汚れ）
庫内がカラの状態で、予備洗いなしのコットン60℃以上のプログラムを選び、運転し
ます。洗濯ドラムを簡単にお手入れでき、頑固な汚れや不快なにおいを取り除きます。
●1回につき1本使用。
年に1〜3回の使用をおすすめします。
●ミーレ食器洗い機のお手入れにもご使用いただけます。
●内容量：200g
●

カルキ除去剤
（ディスケーラー）

¥1,430（税込）
¥1,300（税抜）

洗濯機・洗濯乾燥機カルキ除去用。
庫内がカラの状態で、庫内洗浄または予備洗いなしの90℃以上のプログラムを選
び、運転します。
1回につき1本使用。
ご使用頻度に応じて、年1〜3回洗浄してください。
●ミーレ食器洗い機のお手入れにもご使用いただけます。
●内容量：250g
●
●

コーヒーマシン・調理機器等お手入れ
コーヒーマシン用洗浄カートリッジ ¥14,300（税込）
AutoCleaner
¥13,000（税抜）

コーヒーマシンCVA784x用。抽出ユニットの
油分除去、
ミルクパイク洗浄用。
抽出ユニットから残留物を強力に除去
ミルクパイプも洗浄
●4個入り
（約1年）
●
●

エスプレッソマシン用洗浄剤

¥2,310（税込）
¥2,100（税抜）

グラインダー式エスプレッソマシンの抽出ユ
ニットの油分除去や、
ネスプレッソカプセル式
のカプセルプレートを洗浄するタブレットです。
●
●

1回の洗浄につき、1個の錠剤を使用します。
内容量：2.8g×10個

コーヒーマシン用
¥14,300（税込）
¥13,000（税抜）
カルキ除去カートリッジ

コーヒーマシンCVA784x用。
自動カルキ除去用。
沈殿物やカルキの徹底的な除去
●優しいカルキ除去で効果的に洗浄
●1個入り
（約1年）
●

エスプレッソマシン
ミルクパイプ用洗剤

●

セラミックプレート専用
スクレーパー

¥2,090（税込）
¥1,900（税抜）

セラミックガラス 製クッカー用 のスクレー
パー。食品のこびりついた汚れをきれいにそ
ぎ落とします。
＊専用替刃も販売しております。

替刃
（10枚入り）

¥2,090（税込）
¥1,900（税抜）

¥3,850（税込）
¥3,500（税抜）

¥1,540（税込）
¥1,400（税抜）

スチームクッカーDG 6010：貯水タンクが着脱しにく
くなった場合などに使用します。
●エスプレッソマシンCVA 6800：中央抽出口のコネク
タのキャップに塗って使用します。
●内容量：6g
●

¥2,100（税抜）

エスプレッソマシン・スチームクッカー・スチームオーブ
ン・モイスチャープラス機能付オーブンのカルキ除去用。
エスプレッソマシン：1回の洗浄につき、2個のタブ
レットを使用します。
●スチームクッカー：1回の洗浄につき、
2個のタブレッ
トを使用します。
●スチームオーブン：1回の洗浄につき、
2個のタブレッ
トを使用します。
●モイスチャープラス機能付オーブン：1回の洗浄につ
き、1個のタブレットを使用します。
●内容量：50g×6個

1回の洗浄につき、1包使用します。
内容量：3.7g×100包

スチームクッカー･
エスプレッソマシン用
シリコングリース

¥2,310（税込）

●

グラインダー式エスプレッソマシンのミルクパ
イプ用洗浄剤。
ミルクシステムを適切に保つた
めのミーレ独自の配合により、毎回理想的な
泡やホットミルクを作ります。
日常のミルクパイ
プのお手入れに、
この洗浄剤を使用して、
脂や
乾いたミルクをしっかりと取り除くことをおすす
めします。
●

カルキ除去剤

セラミック・ステンレス
クッカー用クリーナー

¥1,430（税込）
¥1,300（税抜）

セラミックおよびステンレスのクックトップ専
用クリーナー。頑固にこびりついた油汚れをや
さしく取り除きます。
また、表面に水や汚れな
どが付着しにくい仕上げとなります。
セラミックガラスのIH／電気クッカーや、
ステンレス
のテッパンなどに適しています。
●クリーンスチールやパーフェクトクリーン仕上げには
ご使用いただけません。
●内容量：250mL
●

ミーレ機器全般対応
MicroCloth

¥1,430（税込）
¥1,300（税抜）

ミーレ機器のステンレスや操作部の汚れをふ
き取るのに便利な多目的のマイクロファイ
バークロス。100%高品質のマイクロファイ
バー製で、60℃で500回までのお洗濯に耐え
る、破れにくくしっかりとした生地。水拭きでも
乾拭きでも、
またはミーレ洗剤と一緒に使用し
ても、
きれいにお手入れできます。
サイズ：32×32cm

●

TwinDos搭載機種用洗剤・カプセル式洗剤・フレグランスフラコン
TwinDos搭載機種専用カートリッジ式洗剤：UltraPhase（ウルトラフェーズ）

「ウルトラフェーズ1」洗剤と
「ウルトラフェーズ2」洗剤は、洗濯物の色の組み合わせに従い、
自動で洗剤を投入します。適量の洗剤が毎回自動投入され
るので、過剰投入や投入不足がなく、
また洗剤を計量する手間なく簡単に使用できます。
※機器側で推奨洗剤量の設定が必要です。

カートリッジ式洗剤
UltraPhase 1

¥4,180（税込）
¥3,800（税抜）

・UltraPhase 2との併用をおすすめします。
・明るい色物や白物に。
・低温でも優れたしみ抜き効果を発揮。
・過剰な洗剤の使用を防ぐ自動投入。
●

内容量：1.4L

カートリッジ式洗剤
UltraPhase 2

¥4,180（税込）

・UltraPhase 1との併用をおすすめします。
・明るい色物や白物に。
・低温でも優れたしみ抜き効果を発揮。
・過剰な洗剤の使用を防ぐ自動投入。
●

洗剤詰替用コンテナ
1・2

¥3,800（税抜）

各¥4,200（税抜）

TwinDos搭載のW1洗濯機、WT1洗濯乾燥機
に、UltraPhase以外の市販の液体洗剤や柔
軟剤を自動投入で使用する場合に必要です。
●

内容量：1.4L

各¥4,620（税込）

容量：1.5L

カプセル式洗濯洗剤

W1洗濯機・WT1洗濯乾燥機の洗剤ディスペンサーにセットして使用します。
1回分ずつ個包装されているので計量の手間なく、手軽で最適なランドリーケアが可能です。

カプセル式洗濯洗剤
ウールケア

¥2,420（税込）
¥2,200（税抜）

ウールやカシミアのセーター、スカーフなど
の手洗い可能なデリケートな衣類におすす
めの中性洗剤です。
・小麦プロテイン配合で、色落ちから守りながら
優しく洗い上げます。
・毛羽立ちを防ぐファイバープロテクション配合。

・ピュアでフレッシュな香り。
・柔らかくて肌触りのよい仕上がり。
・静電気帯電防止効果。

カプセル式特別洗剤
ブースター

¥1,800（税抜）

混紡、合成繊維、
フリースやマイクロファイバー製
のスポーツウェア製品用です。
・通気性を保ちながら色落ちから守ります。
・不快なにおいを中和する脱臭効果。
・静電気帯電防止効果。
・型くずれ防止。
・通気性をキープ。

ご使用量の目安：1回につき1カプセル
内容量：40mL入り×9個

ご使用量の目安：1回につき1カプセル
内容量：35mL入り×6個

●

衣類乾燥機用フレグランスフラコン

T 1衣 類 乾 燥 機 の糸くずフィルター 部のホル ダーに取り付けて使 用します。
1個当たり乾 燥サイクル 約50回 分（ 設 定された 強 度によって 変 動します）。
Mieleのためにフランス・プロヴァンス地 方の香 水スペシャリストが 特 別に
開 発した 香りが、最高4週間持 続。香りの 強さは 容器を回して調 整できます。

各¥4,730（税込）
¥4,300（税抜）

・AQUA
（アクア）‒フレッシュな香りで、
ピュアな清潔感が際立ちます。
・COCOON（コクーン）‒ 平穏で調和のとれた香り。
・NATURE
（ ネイチャー）‒フローラルアロマと、
ナチュラルでバランスの取れた香り。
・DryFresh（ドライフレッシュ）
- 不快なにおいを中
和しながら心地よい香りで衣類をリフレッシュ
内容量：12.5mL入り×1個（約50回分）

¥2,200（税抜）

・しみだけを狙って落とす特別な酵素配合。
・白物および色物洗濯物用。
・低温でも抜群のしみ抜き効果を発揮します。

●

●

¥2,420（税込）

白物や色物衣類についた油や果汁のしみなどを
取り除きます。
しみには強力に、衣類には優しいし
み抜き剤です。※シルクやウール製品には使用しないでください。

●

¥1,980（税込）

ご使用量の目安：1回につき1カプセル
●内容量：29mL入り×6個

¥1,500（税抜）

洗濯物を柔らかく心地良い香りに仕上げる
柔軟剤カプセルです。

T1衣類乾燥機用
フレグランスフラコン

●

¥1,650（税込）

●

ご使用量の目安：1回につき1カプセル
●内容量：40mL入り×9個
●

カプセル式洗濯洗剤
スポーツウェア

カプセル式柔軟剤
アクア

ミーレ・ジャパン株式会社
〒153-0063
東京都目黒区目黒1-24-12
オリックス目黒ビル4F
Tel. 03-5740-0030（代）
Fax. 03-5740-0035
www.miele.co.jp

ミーレ・カスタマーサービス
・固定電話のお客様
Tel. 0120-310-647（フリーダイヤル）
・携帯電話のお客様
Tel. 0570-096-300（ナビダイヤル）
受付時間：9:00〜17:00
（土日祝日を除く）
E-mail：info@miele.co.jp

ミーレストア
（公式オンラインショップ）
https://store.miele.co.jp

Miele Experience Centers in Japan

Miele Experience Center 表参道

〒107-0062
東京都港区南青山4-23-8
Tel. 03-6419-7553
営業時間：11:00 〜18 : 00（※通常営業時）
定休日：毎週水曜（祝日にあたる場合は営業し、
翌日休業）、臨時休業有り
※営業時間・休業日が変更されている場合が
ありますので、HPにてご確認ください。

Miele Experience Center 神戸

〒650-0031
兵庫県神戸市中央区東町116
神戸パークサイドビル1F
Tel. 078-515-6605
営業時間：11: 00 〜18 : 00（※通常営業時）
定休日：毎週水曜（祝日にあたる場合は営業し、
翌日休業）、臨時休業有り
※営業時間・休業日が変更されている場合が
ありますので、HPにてご確認ください。

Miele オンラインショールーム
contents.miele.co.jp/online-showroom/

YouTubeチャンネル
Youtube.com/MieleJapanCorp

Instagram公式アカウント
@miele̲ japan

Miele Experience Center
オンラインご来店予約
※完全予約制

Miele Experience Center 目黒

〒153-0063
東京都目黒区目黒2-10-11 目黒山手プレイス
Tel.03-6303-9991
営業時間：11: 00 〜18 : 00（※通常営業時）
定休日：毎週水曜（祝日にあたる場合は営業し、
翌日休業）、臨時休業有り
※営業時間・休業日が変更されている場合が
ありますので、HPにてご確認ください。

●このカタログ商品のご購入は、
当店で承っております。

・製品の価格や定格、仕様は改良などのため、予告なしに一部変更がすることがございます。
また、仕様変更による機種の製造
中止および在庫状況等の都合により、予告なしに販売が打ち切りとなる場合があります。
・印刷の色は、実際の製品の色と多少違うことがあります。
ご了承ください。
・このカタログのお問い合わせは、販売店にご相談ください。販売店でおわかりにならないときは、
ミーレ・カスタマーサービス
へお尋ねください。
2022年2月現在／8099072-00

