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キレイは化学物質を必要としません

我々は、お掃除において 

化学薬品は必要ないと信じています。 

30年もの間、世界中でENJOの幅広い種類の 

ファイバーと水だけで掃除を可能にすることを 

証明してきました。 

これは地球環境を守り、健康やお財布にも優しいのです。 

皆様もENJOでお掃除してみませんか？ 

そしてその価値を共に実感してみませんか？

WHO
Johannes Engl　（ヨハネス　エングル）

現 在 、世 界 の 一 流 ホ テ ル や 水 族 館 、
自 転 車 ディーラー 、工 場 等 、環 境 問 題
を 真 剣 に 取り組 む 数 多くの 企 業 様 で
ENJOの「洗剤を使わない、環境を守る
掃除」をご採用いただいております。

オーストリアで生まれたENJOは、環境保
護 、安 全 、健 康 に 貢 献 することを 企 業 理
念に掲げた企業です。
洗 剤を使 用しな い、環 境 に優しい 効 率 的
な お 掃 除 用 品を提 案し、現 在 2 6 ｶ 国 以上
で愛用されています。
製 品 は 、オーストリア本 社 で 製 造 されて
おり、高い品質を維持しています。

SINCE WHEN
1990

about

日本ENJOは、「愛知県ファミリー・フレンドリー

登録企業」です。

history
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Nothing else

経済的 & 時間を節約！

洗剤を使わないので、すすぎの回数が減り、水の節約はもちろん、時間の短
縮につながります。窓や鏡は、糸くずや水染みが少なく、仕上げの乾拭きも
要らないので効率の良いお掃除が可能であり、且つ耐久性が高く、汚れて
も洗って繰り返し使えるのでとても経済的です。
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水拭き、乾拭きだけで汚れが落ちる！

1 本 の E N J Oファイバーは、9 6 本 の 良 質 な 繊 維 からできています。この 超 極
細の特殊なファイバーは、細かい隙間に入り込み、汚れをかき出し、粒子を
浮かび上がらせます。浮き上がった汚れは、水を介してファイバー内に捕ら
えられ 、洗剤を使わなくても汚れやバクテリアを取り除くことができます。

一般的なクロス ENJOのクロス
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Enjoy  Enjo!

 ウィンドウ    
p10-13 
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キッチン   
p6-7

バスルーム   
p8-9 

フロアー   
p10-13

アウトドア    
p14-15 

リビング    
p10-13 

スキンケア＆
ボディ   p16-17
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Kitchen

水だけでキッチン全般の油汚れを落とします。ガスレンジ周りはもちろん、 
食器や冷蔵庫の中、電子レンジの中の掃除にも便利です。

マイクロスター（グリーン） 

 
マイクロスター（グリーンsmall） 
 

キッチン、オーブンレンジ、シンク、
調理台、調理器具、ステンレス製ま
たは同類のキッチン用品に。

ディッシュクロス 
 
3,500円 サイズ63×40㎝
 
食器類の拭き取りなど。キッチ
ン、食器類、鍋・フライパンの
乾拭きに。

50024

4,200円 サイズ42×40㎝

2,500円 サイズ26×26㎝

5002350021 50026
キッチンオールクロス 
 
2,500円 サイズ21×16㎝
 
台所周り、テーブル、食器棚
ほか。まな板や食器の水気取
りに。
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水だけでキッチン全般の油汚れを落とします。ガスレンジ周りはもちろん、 
食器や冷蔵庫の中、電子レンジの中の掃除にも便利です。

キッチンデュオグローブ

キッチンデュオクロス 

　　　
 
 
汚れがひどい台所全般に。 
（オーブン、ガス台、トース
ター、フライパンなど）

カトラリー＆グラスクロス 
 
4,000円 サイズ63×40㎝
 
グラス類、フォーク、スプーン
などの金物類、デキャンタ他の
乾拭き及びツヤ出しに。

フルーツ＆ベジタブルクロス 

2,700円 サイズ20.5×20.5㎝
 
果物、野菜の表面の汚れ落と
しに。

キッチンスポンジ 

 

汚れがひどいフライパン、
鍋、オーブン皿など。裏表両
面使えるタイプで、表面（グ
リーンファイバー）は通常の
油汚れ落としに。裏面（スク
ラブファイバー）でしつこい
汚れなどの頑固な汚れに。

※価格はすべて税抜価格です。 

●各商品に使用方法、説明書がついていま
す。詳しくはそちらをご覧ください。

※予告なく商品の形状や価格、名前などが
変更になる場合がございます。予めご了承
ください。

キッチンファイバーは、保護ワックスオイル、
グリースを除去します。そのため木材や繊細
な面で使用する場合は注意してください。
フライパンや揚げ鍋など、大量の油が付いた
ものに使用する場合は、事前にペーパータオ
ルでさっとふきとってから使用してください。

2,800円 サイズ16×13㎝

2,800円 サイズ12×8.5㎝
50000 50060

5002250025

50020

6,000円 サイズ21×14㎝



Bathroom

ブラシや洗剤による傷や変色を起こさず、 
水だけで汚れを落とすことができます。 
また、毛足が長く抜けにくいため、 
浴槽や床などの滑り止めの溝の中までファイバー
が届ききれいにします。 
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※価格はすべて税抜価格です。 

●各商品に使用方法、説明書がついていま
す。詳しくはそちらをご覧ください。

※予告なく商品の形状や価格、名前などが
変更になる場合がございます。予めご了承
ください。

バスルームデュオグローブ 

バスルームデュオクロス
 
 
 
浴室、浴槽、タイルやタイル
目地、洗面台、蛇口、鏡、ガ
ラス、トイレなど。

バスルームフレキシ25cm 
 

 
 
 
トイレ、排水溝など。
フレキシは黄ばみや尿石にも。

 

 
 
 

コンビワイパーバスルーム16cm/28cm

バスルームスポンジ 

2,800円 サイズ12×8.5㎝
 
浴室、浴槽、タイル、タイル
目地など。

マイクロスター（ホワイト） 

4,200円 サイズ42×40㎝
 
バスルーム、シャワールーム、洗面
所、クロムめっき製品、食器棚、
鏡など。

50121
5,200円 サイズ21×14㎝

2,800円 サイズ16×13㎝

3,500円 サイズ25×5㎝3,000円 サイズ7×20㎝
16,000円 サイズ20×組合せにより30～40㎝

17,000円 サイズ32×組合せにより30～40㎝

16㎝用ファイバー+ツール一式
 　

28㎝用ファイバー+ツール一式

バスルームの広いタイル面や壁面など。

ファイバーのみファイバー16㎝用 コンビワイパー16㎝用セット

セットファイバー28㎝用
コンビワイパー28㎝用セット

50162 50904

50163
501953,800円 サイズ7×32㎝

50100

50120

50160

50161

50360
(ファイバー+フレキシ+パワーグリップ) 
9,000円 サイズ44×5㎝
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Living

10,000円 サイズ46×16.5㎝

10,000円 サイズ46×16.5㎝ 10,000円 サイズ46×17㎝ 10,000円 サイズ46×16.5㎝

10,000円 サイズ46×17㎝

24,000円  
ファイバー+ポール110～180㎝伸縮

24,000円  
ファイバー+ポール110～180㎝伸縮

24,000円  
ファイバー+ポール110～180㎝伸縮

24,000円  
ファイバー+ポール110～180㎝伸縮

24,000円  
ファイバー+ポール110～180㎝伸縮

 
 
 

フロアー・壁・天井のホコリ、
細かい砂、動物の毛など。

 
 
 

屋内の、ラミネート加工、ラッカ
ー加工、木、竹、大理石、石、コル
ク、リノリウム加工、ビニール加
工されたフロアーなど。

 

 
 
 
屋内もしくは屋外の、汚れのひ
どいフロアーやタイル、スレー
ト、レンガやテラコッタ製のタ
イルなど。

 
 

屋外の、汚れがひどいタイル、木製
デッキ、タイルでできた歩道、ガレ
ージ、作業場のフロアー、工場のコ
ンクリートフロアーなど。フロアー
の割れ目やタイルの目地など。

 

 

屋内の軽い汚れ（オイル＆ワック
ス加工されたフロアーや、木、竹、
大理石、コルクなど天然素材でで
きたフロアーなど）に。また濡れ
たフロアーの拭き取りに。

50549

50546 50547 50548

50545

50407

50402 50403

ファイバーのみ

ファイバーのみ ファイバーのみ

※セットは、ファイバー（1枚）＋ポール＋プレートに
　なります。 

ファイバーのみ

セット

セット セット セット

ファイバーのみ

セット

50408

フロアークリーナーセット
ダスト
フロアークリーナーセット
ダスト
フロアークリーナーセット
ダスト

フロアークリーナーセット
ミディアム

フロアークリーナーセット
ストロング

フロアークリーナーセット
エクストリーム

フロアークリーナーセット
ソフト

50404
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※価格はすべて税抜価格です。 

Living

※予告なく商品の形状や価格、名前など
が変更になる場合がございます。予めご
了承ください。

●各商品に使用方法、説明書がついて
います。詳しくはそちらをご覧ください。

4,500円 サイズ55×5㎝
4,200円 サイズ42×40㎝

2,600円 

5,200円 サイズ21×14㎝

3,000円 サイズ6.2×19.5㎝

3,800円 サイズ6.2×32.5㎝

16,000円  
19.5×組合せにより30~40㎝

17,000円  
32.5×組合せにより30~40㎝

リビングデュオグローブ 
（ミディアム・ストロング）

5,200円 サイズ21×14㎝
 
家具、網戸、ブラインド、ドア・
ドアノブ、スイッチ、手すり、窓
枠 、冷 暖 房 機 、机や 椅 子、水
槽、おもちゃ等のお手入れに。

ミラークロス

鏡、ガラス、ステンレス、家具
などの固い表面、ドアのフレー
ム、ハンドル、ラジエータ、ブラ
インド、椅子・机、おもちゃ、靴
などに。

スプレーボトル 500ml

リビングデュオグローブ
（テキスタイル）

カーペット、ソファーカバー、服 
（シャツの襟、袖など）、布製の
靴、車のシート、革、スエードな
どのお手入れに。

窓ガラスや温室、ドア、鏡など。

ENJO製品を湿らせて使用する
際の霧吹きに。観葉植物の水
やりや、アイロンや寝グセ直し
の霧吹きとしてもお使い頂け
ます。

(ファイバー+フレキシ+パワーグリップ) 

 

高い場所や、掃除しにくい場所
の軽い汚れに。例えば、台所や
洗濯場の隙間で掃除しにくいと
ころや排気口など。

（16㎝用ファイバー+ツール一式） 

（28㎝用ファイバー+ツール一式） 

50901

50902

50340

50341

50202
51300

50222 50201

ファイバー16㎝用

ファイバー28㎝用

コンビワイパー16㎝用セット

コンビワイパー28㎝用セット

55㎝セット

リビングフレキシ
55㎝セット

50240

50260
11,000円 サイズ74×5㎝

ファイバー55㎝

コンビワイパー　プラスライン
16/28㎝セット



Livinbg
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ニューマルチクロス 

1,000円 サイズ21×15.5㎝
 
鏡 、液 晶ディスプレイ、OA 機
器、メガネ、サングラス、カメラ
等に。（ファンデーションコンパ
クト付属の鏡など、化粧品によ
る汚れにもご使用頂けます。）

ハイテククロス 
 
2,800円 サイズ31×31㎝
 
日常生活におけるスクリーン画
面のお手入れに。テレビ、パソ
コン、スマートフォン、メガネ、カ
メラ、液晶ディスプレイ等。

ポリッシュクロス 

 
ポリッシュグローブ 

貴金属や革・木製品などのツヤ
出しに。

1,400円 サイズ13×16㎝

4,000円 サイズ21×14㎝

50206

Living

50228 50227 50225



Livinbg
(ファイバー+フレキシ+パワーグリップ) 
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リントグローブ

4,000円 サイズ21×14㎝
 

 
 

5,000円 サイズ21×14㎝

3,800円 サイズ13.5×10.5㎝

ダストグローブ

ダストミニグローブ
 
 
 
ホコリや細かい砂、髪の毛、動物
の毛など。（テレビ、コンピュー
ター、音楽・画像プレイヤー、ス
テレオ、家具、観葉植物、壁、ブ
ラインド、車内など）

50205

2,500円 サイズ25×5㎝

7,500円 サイズ44×5㎝

4,500円 サイズ53×４㎝

11,000円 サイズ72×4㎝

届きにくい場所のホコリ、毛、クモの巣など。
（ブラインド、家具の上や下、電灯、時計、額縁、ドアフレー
ムなど）

10365 50264

40365 50241

ダストフレキシ　25㎝/55㎝セット
ファイバー25㎝ ファイバー55㎝

25㎝セット 55㎝セット

※価格はすべて税抜価格です。 

※予告なく商品の形状や価格、名前など
が変更になる場合がございます。予めご
了承ください。

●各商品に使用方法、説明書がついて
います。詳しくはそちらをご覧ください。衣類などに付着した、ホコリ、髪

の毛、フケ、糸くずや綿ぼこり、花
粉など。

Living
(ファイバー+フレキシ+パワーグリップ) (ファイバー+フレキシ+パワーグリップ) 

5020350204



OF COURSE, CLEANLINESS  
IS ALSO AN IMPORTANT  

OUTDOOR
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Outdoor



OF COURSE, CLEANLINESS  
IS ALSO AN IMPORTANT  
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Outdoor

アウトドアデュオグローブ 

6,300円 サイズ27×15㎝
 
タイヤ、ガーデニング用品、植木
鉢、プール、アウトドア用品、バー
ベキュー用品、墓石、ペットの毛
並みのお手入れなど。

アウトドアグローブ 

5,200円 サイズ26×15㎝
 
タイヤ、ポスト、ブラインド、三輪
車やおもちゃ、植木鉢、プール、
アウトドア用品、ガーデニング用
品、バーベキュー用品、墓石、運
動靴やウォーキングシューズ、ペ
ットの毛並みのお手入れなど。

マイクロスター（ソフト） 

4,200円 サイズ42×40㎝
 
硬い表面のお手入れに。鏡、自
動車の塗装面、ガラス、バイク、
自転車、スポーツ用品、ガーデ
ニング用品、キャンプ用品など
の仕上げの拭き上げにも最適
です。

3,500円 サイズ23×4㎝

9,000円 サイズ44×5㎝ 
 
洗いにくい車のホイール、ラジエ
ーター、バイク、菅、グリル、雨ど
いなど。

50560

ファイバーのみ

セット

※価格はすべて税抜価格です。 

※予告なく商品の形状や価格、名前など
が変更になる場合がございます。予めご
了承ください。

●各商品に使用方法、説明書がついて
います。詳しくはそちらをご覧ください。

50500 50520

50501

50541

アウトドアフレキシ 25㎝セット
（ファイバー+フレキシ+パワーグリップ）



Skincare&Body
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ボディデュオグローブ 

6,000円 サイズ21×14㎝
 
お身体にお使いいただけます。
絵柄のある面は、ひじ、ひざ、か
かと等の角質ケアに。ストライ
プ柄面は、敏感肌にも優しいフ
ァイバーになっておりますので、
首回りやデコルテ部分などにも
お使いいただけます。

ボディウォッシュバンド 

8,000円 サイズ13×38㎝
 
背中、腰、首回り等、手の届きに
くい部分に。お肌の汚れや古い
角質を優しくケアします。極細
ファイバーが、届きにくい毛穴
の中まで届きます。

フェイスデュオグローブ 

各4,500円 サイズ11×10㎝
 
ハードファイバー面はひじ、
ひざ等の角質ケアに。ストラ
イプ柄のソフトファイバー面
は、敏感肌にも優しいファイ
バーになっておりますので、
顔や首回り、デコルテ部分に
もお使いいただけます。

ミント ミントチェリー チェリーパープル パープル

フェイスパッド 

各2,000円 直径7.5㎝円形
 
敏感肌にも優しいファイバー
になっておりますので、お顔
にご使用いただけます。

50640

40441 50657 50621国際的に有名な皮 膚科学試
験機関「Dermatest」（本社ド
イツ）の商品テストにおいて、
最高評価にあたる5つ星を頂
きました。（フェイスデュオグ
ローブ・フェイスパッド）

50600

40405 50618 50601



Skincare&Body
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SHOW YOUR RADIANTLY  
BEAUTIFUL SKIN!

フェイスやボディの皮脂汚れを落とします。 
メイク落としにもお使いいただけます。

※価格はすべて税抜価格です。 

※予告なく商品の形状や価格、名前など
が変更になる場合がございます。予めご
了承ください。

●各商品に使用方法、説明書がついて
います。詳しくはそちらをご覧ください。
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ENJO 製品のお手入れ方法

次のことにお気をつけください。
使用前に洗ってください。

※ニューマルチクロス・ハイテククロスを除く。

柔軟剤や漂白剤を使用しないでください。

乾燥機を使用しないでください。熱でファイバーの先がくっついて効果がなくな

ります。

ファイバーが汚れたり、油汚れがある場合は洗剤または石鹸で洗ってください。

※洗濯に適した水温は商品タグで確認してください。

フロアーファイバーは、ご使用後に毎回洗い、干して乾かしてください。

フロアークリーナー用のプレートに、汚れたファイバーを装着したまま乾燥させ

ないでください。

ファイバーは強く押さえつけずに優しく円を描くように動かしてください。

熱い表面は、冷えてからファイバーで掃除してください。

ファイバーに砂がついたまま掃除するとデリケートな表面に傷をつける恐れがあ

ります。砂がつく恐れがある場合は大量の水でよくすすぎながらお掃除してくだ

さい。

とがった表面や粗い表面でファイバーが裂けたり穴が開いたりすることがありま

すが、お掃除の効果には影響ありません。

一週間に一回は、お湯または洗濯機で洗ってください。

インジケーターについて

ENJOタグのインジケーター（指標）が、右側のように青色に変わりましたら買い替えの目安です。
または、200 回程度洗濯した場合も同様に買い替えをおすすめします。
（※水温など、洗濯の条件により異なります。）
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国際的に有名な皮膚科学試験機関「Dermatest」（本社ドイツ）の商品

テスト（フェイスデュオグローブ・フェイスパッド）において、最高

評価にあたる 5 つ星を頂きました。

www.dermatest.de/en

HACCP は 1960 年代に米国で宇宙食の安全性を確保するために開発さ

れた衛生管理の方式で、その後国連が各国にその採用を推奨している

国際的に認められた安全性と衛生管理のシステムです 。ENJO 本社は、

フォアアールベルク州より、HACCP の評価基準を満たしていると認

定されています。

2000 年 3 月には環境保護への貢献度の高さが認められ、

ISO14001 および ISO9001 の認証を受けました。

ISO14001 とは、ISO（国際標準化機構）が定める環境マネジメント

システム（EMS）の国際規格で、9001 は品質保証を含んだ顧客満足

の向上を目指すための規格を意味します。私たちはこの認証を維持す

る為に、認証後も毎年見直しをしています。

世界品質の安全をお届けします。

エコテックス認証取得（エコテックス規格100 クラスⅡ）

エコテックス規格 100 は、繊維の全加工段階での原料・半製品・最終

製品に適用される世界的に統一された試験・認証システムです。

このシステムにより試験を受けて合格・認証されラベルが付いた製品

は、人体に危険を及ぼすレベルの有害物質は含まれていないという保

証を消費者に提示する事が出来るのです。

ENJO はお掃除製品でありながら
「下着・シャツ・タオルなど」のクラスⅡを取得

体にも環境にも優しいお掃除用品を世界の皆様へ
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