
045-717-5225

カーペットクリーニング用
シミ取りガイド

CTI プロズチョイスCTI プロズチョイス
ステインガイドステインガイド

http://www.smsjapan.jp

日本語版
編集：



PRO'S CHOICESMS Japan

■ Contents ■

コーヒー・ワイン・お茶などの有機系のシミ① ～ステインマジック編～Type : 02 - 1
コーヒー・ワイン・お茶などの有機系のシミ② ～ステインワン編～Type : 02 - 2
ガムのシミType : 03
コピートナーのシミType : 04
インクジェットプリンターのインクのシミ Type : 05
蛍光ペンのシミType : 06 
インク・油性ペンのシミ①Type : 07 - 1
インク・油性ペンのシミ② ～合成皮革製品～Type : 07 - 2
油性ペンキのシミType : 08

口紅・マスカラ・靴墨のシミType : 10

グリース（油）のシミType : 12

マニキュアのシミType : 09

木工用ボンドなどのシミType : 11

血痕・ミルク・卵・その他タンパク質のシミType : 13

粘着テープの残留物Type : 01

カレー・マスターのシミType : 16
フィルトレーションソイルのシミType : 17
ヒールマークType : 18
家具のシミ   Type : 19
錆びのシミType : 20
植物・カビのシミType : 21
配管用パテのシミType : 22
毛染め液のシミType : 23
シリコンシールのシミType : 24

オシッコのシミType : 26

水などの輪ジミType : 28

トイレ洗浄剤のシミType : 25

嘔吐物・糞のシミType : 27

アルカリ焼けのシミType : 29

風邪薬シロップのシミType : 15

ヨードチンキ・うがい薬のシミType : 30
キャンドルワックスのシミType : 31

Type : 14 合成着色料のシミ



１．シミ部分にプロソルブジェルを付けます。

２．カーペットシャークで優しくしっかりと擦ってシミを分解させます。

３．そのまま２～５分程度放置します。

４．シミ部分にパワージェルを付けます。

５．カーペットシャークで優しくしっかりと擦ってシミを乳化させます。

６．リンサーに水またはお湯を入れてしっかりとリンスします。

◇シミのタイプ

◇使用する道具 

◇ケミカル

◇シミカテゴリー 

・・・ 粘着テープの残留物

・・・ リンサー・カーペットシャーク

・・・ シトラスジェル・グーフ
　　　プロソルブジェル ・ パワージェル
　　　 ・・・ 分解 ・ 乳化

■粘着テープの残留物■
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Type : 01

パワージェルプロソルブジェル カーペットシャーク

■シミが残った場合■

グーフシトラス
　ジェル

■シミ落としの方法■

２．目視確認しながら汚れを馴染ませます。
３．清潔なウエスを押し付け、汚れと洗剤を回収します。
４．回収後、後処理剤もしくは水で仕上げます。

１．シミが付着した部分にシトラスジェル（グーフ）が行きわたり濡れる
      程度の量を直接つけます。

※　シトラスジェル ＝ カーペット・ハード面に使用
　　グーフ ＝ ハード面・クロスに使用

(裏の塩ビが溶けだす可能性がある為カーペットにはご使用出来ません)



◇シミのタイプ

◇使用する道具

◇ケミカル
◇シミカテゴリー

・・・ コーヒー・お茶・ワイン・尿
　　　 その他の有機物
・・・ ダブルスプレー・カーペットシャーク・
　　　 スチームアイロン・白いタオル
・・・ ステインマジック・パワージェル
・・・ 酸化・還元
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ダブルスプレーステインマジック

■コーヒー･ワイン･お茶などの有機系のシミ①■
　～ステインマジック編～

Type : 02 - 1

■シミ落としの方法■

１．ステインマジックをシミ部分にダブルスプレーで吹き付けます。

２．早く効果を出したい場合はカーペットシャークで優しくしっかり馴染ませます。

３．シミは程度によって落ちる時間が異なりますが、１～８時間で落ちます。

４．スピードアップを図るには、適度に濡れた白いタオルでシミ部分を覆い、スチーム

　　アイロンを弱に設定して、１５秒程、１回だけ当てることで、約２時間放置した場

　　合と同じ効果が得られます。

カーペットシャーク



■シミ落としの方法■
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１．ステインワンをシミ部分にスプレーします。

２．カーペットシャークで優しくしっかり馴染ませます。

３．タオルで上からしっかり押し拭きします。

４．シミが残っていたらステインワンをシミ部分にスプレーして放置します。

ステインワンはリンスしないでください。シミを消す効果がなくなります。

染色されて時間が経っているシミはステインワンでは落ちないこともあります。
その場合はより効果が強力な【ステインマジック】を使用してください。

ステインワン

!

!

◇シミのタイプ

◇使用する道具
◇ケミカル
◇シミカテゴリー

・・・ コーヒー・お茶・ワイン・尿
　　　 その他の有機物・油
・・・ カーペットシャーク・タオル
・・・ ステイン１(ワン)
・・・ 酸化・還元

カーペットシャーク

■コーヒー･ワイン･お茶などの有機系のシミ②■
　～ステイン1(ワン)編～

Type : 02 - 2



１．ティースプーン一杯分のプロソルブジェルをガムの上に付けます。

２．カーペットシャークの尖った尾の部分で突き刺してガムの固まりの中に

　　プロソルブジェルを入れ込みます。

３．柔らかくなるまで数分放置します。

４．柔らかくなったらカーペットシャークの背と腹の部分でガムをはぎ取ります。

５．残った部分にパワージェルを付けます

６．カーペットシャーク優しくしっかりと馴染ませシミを乳化させます。

５．リンサーに水またはお湯を入れてしっかりとリンスします。

６．再汚染防止のためにARA原液をスプレーします。
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■シミ落としの方法■

ARA

◇シミのタイプ

◇使用する道具 

◇ケミカル

◇シミカテゴリー 

・・・ ガム

・・・ リンサー・カーペットシャーク

・・・ シトラスジェル・グーフ・プロソルブジェル・パワージェル・ARA

・・・ 分解・乳化

パワージェルプロソルブ
　ジェル

カーペットシャーク

■ガムのシミ■

Type : 03

■シミが残った場合■

２．目視確認しながら汚れを馴染ませます。
３．清潔なウエスを押し付け、汚れと洗剤を回収します。
４．回収後、後処理剤もしくは水で仕上げます。

グーフシトラス
　ジェル

１．シミが付着した部分にシトラスジェル（グーフ）が行きわたり濡れる
      程度の量を直接つけます。

※　シトラスジェル ＝ カーペット・ハード面に使用
　　グーフ ＝ ハード面・クロスに使用
　　　　　　（裏の塩ビが溶けだす恐れがあるためカーペットにはご使用出来ません） 
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１．ドライバキュームでできるだけしっかりトナーを吸い取ります。

２．シミ部分にパワージェルを付けます。

３．カーペットシャークで優しくしっかり擦り、トナーを乳化させます。

４．リンサーでしっかりすすぎ洗いをしてできる限り乾かします。

５．この時点でまだシミが残っていた場合、シミ部分にプロソルブジェルを付けます。

６．カーペットシャークで優しくしっかり擦り、シミを分解します。

６．もう一度パワージェルをシミ部分に付けます。

７．カーペットシャークで優しく擦り、シミを乳化させます。

８．リンサーでリンスしてください。

■シミ落としの方法■

◇シミのタイプ 

◇使用する道具 

◇ケミカル

◇シミカテゴリー 

・・・ コピートナー

・・・ リンサー・カーペットシャーク・

　　　 ドライバキューム

・・・ パワージェル・プロソルブジェル 

・・・ 分解・乳化

■コピートナーのシミ■

Type : 04

パワージェルプロソルブジェル カーペットシャーク



１．シミ部分にパワージェルを付けます。 

２．カーペットシャークでシミが乳化するまで優しくしっかりと馴染ませます。 

３．リンサーに水またはお湯を入れてリンスし、できる限り乾かします。

■シミ落としの方法■

１．シミ部分にレッドリリーフA液のみを付けます。

２．適度に濡れた白いタオルで覆い、スチームアイロンを弱に設定して、　

　　３０秒～１分間カーペットの色落ちがないか確認しながらあてます。 

３．リンサーに水またはお湯を入れてリンスします。

この時点でほとんどのインクジェットプリンターインクは消えます。

まだ黄色いシミが残っているようであれば、次のステップを行ってください。

レッドリリーフ

!

◇シミのタイプ
◇使用する道具

◇ケミカル
◇シミカテゴリー

・・・ インクジェット用インク 
・・・ リンサー・スチームアイロン・
　　　 カーペットシャーク・白いタオル 
・・・ パワージェル・レッドリリーフ
・・・ 酸化・還元
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■インクジェットプリンターのインク■

Type : 05

パワージェル カーペットシャーク



□シミの色が 黄色 か 緑色 の場合

１．シミ部分にレッドリリーフA液のみを付けます。

２．カーペットシャークで優しくしっかりと擦って馴染ませます。

３．１５分程度でシミが落ちます。

４．リンサーに水またはお湯を入れてリンスします。

□シミの色が 青色 か 赤色 の場合

１．シミ部分にステインマジックをダブルスプレーで吹き付けて、放置します。

２．早く効果を出したい場合はカーペットシャークで優しくしっかり馴染ませます。

３．１５分程度でシミが落ちます。
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■シミ落としの方法■

レッドリリーフ ダブルスプレーステインマジック カーペットシャーク

◇シミのタイプ
◇使用する道具

◇ケミカル
◇シミカテゴリー

・・・ 蛍光ペン
・・・ リンサー・カーペットシャーク・
　　　 ダブルスプレー
・・・ レッドリリーフA液・ステインマジック
・・・ 酸化・還元

■蛍光ペンのシミ■

Type : 06



■シミ落としの方法２■

１．シミ部分にインクアウトをスプレーします。

２．カーペットシャークでインクが分解するまで優しくしっかりと擦ります。

３．次にシミ部分にステインマジックをダブルスプレーで吹き付けます。

４．カーペットシャークで優しくしっかり馴染ませます。

５．リンサーに水またはお湯を入れてリンスします。

■シミが残った場合■

１．シミ部分にステインマジックをダブルスプレーで吹き付けます。

２．カーペットシャークで優しくしっかり馴染ませます。

３．適度に濡れた白いタオルでシミを覆います。

４．スチームアイロンを弱に設定し、１５秒間白いタオルの上からあてます。

５．リンスはせずに、そのままの状態で放置します。

インクアウト
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◇シミのタイプ
◇使用する道具

◇ケミカル
◇シミカテゴリー

・・・ インク・油性ペン
・・・ リンサー・スチームアイロン・
　　    ダブルスプレー・カーペットシャーク・
　　　 白いタオル
・・・ シトラスジェル・グーフ・ステインマジック・インクアウト
・・・ 分解・乳化

■インク･油性ペンのシミ①■

Type : 07-1

ダブルスプレーステインマジック カーペットシャーク
グーフシトラス

　ジェル

■シミ落としの方法１■

２．目視確認しながら汚れを馴染ませます。
３．清潔なウエスを押し付け、汚れと洗剤を回収します。
４．回収後、後処理剤もしくは水で仕上げます。

１．シミが付着した部分にシトラスジェル（グーフ）が行きわたり濡れる
      程度の量を直接つけます。

※　シトラスジェル ＝ カーペット・ハード面に使用
　　グーフ ＝ ハード面・クロスに使用

(裏の塩ビが溶けだす可能性がある為カーペットにはご使用出来ません)



■シミ落としの方法■

１．シミの油分を取るためにアメージング・グーフを付けて、マイクロファイバー

　　クロスなどで拭きます。この作業だけでシミが落ちるケースもあります。

シミ抜きの際、事前に見えない箇所で色落ちしないかテストしてください。

◇シミのタイプ

◇使用する道具

◇ケミカル

◇シミカテゴリー

・・・ インク・油性ペン

・・・ マイクロファイバークロス

・・・ ステインマジック・インクアウト・

　　　 プロポ・グーフ　

・・・ 分解・乳化

■インク・油性ペンのシミ②■
～合成皮革編～
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■シミが残った場合■

１．汚れが落ちていない場合は、インクアウト、ステインマジックＡ液・Ｂ液を

　　１：１：１で混ぜ合わせます。

２．その混合液にプロポを入れジェル状にします。

３．シミ部分にシップの要領で塗布します。

４．５分後にシミ部分を確認します。落ちていない場合は更に時間を置き、２分ごと

　　に確認します。

５．シミが落ちたのを確認したらグーフを付けて、マイクロファイバークロス

　　などで拭きあげて仕上げます。

ステインマジックインクアウト プロポ 　　　　グーフ

Type : 07 - 2

!



□ペンキがまだ乾いていない場合

　１．シミ部分にパワージェルを付けます。

　２．カーペットシャークで優しくしっかりと擦ってシミを乳化させます。

　３．エクストラクターにラストステップを希釈して入れ、リンスします。

　４．落ちない場合は１～３を繰り返します。

□ペンキが既に乾いてしまっている場合

　１．シミ部分にプロソルブジェルを塗ります。

　２．カーペットシャークで優しくしっかりと擦ってシミを分解させます。

　３．適度(３０％程度)に濡れた白いタオルでシミ部分を覆います。

　４．スチームアイロンを中に設定し、１５秒間あてます。

　５．シミ部分にプロソルブジェルを再度塗ります。

　６．カーペットシャークで優しくしっかりと擦ってシミを分解させます。

　７．シミ部分にパワージェルを塗ります。

　８．カーペットシャークで優しくしっかりと擦ってシミを乳化させます。

　９．エクストラクターにラストステップを希釈して入れ、リンスします。

１０．落ちない場合は７～９を繰り返します。

ラストステップ
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■シミ落としの方法■

◇シミのタイプ
◇使用する道具

◇ケミカル
◇シミカテゴリー

・・・ 油性ペンキ 
・・・ リンサー・スチームアイロン・
　　　 カーペットシャーク・白いタオル 
・・・ プロソルブジェル・パワージェル・ラストステップ 
・・・ 分解・乳化

■油性ペンキのシミ■

Type : 08

パワージェルプロソルブジェル カーペットシャーク



　１．シミ部分にプロソルブジェル を塗り

　

カーペットシャーク

擦って馴染ませます。

で優しくしっかりと

　２．さらにプロソルブジェルをシミ部分に完全にカバーする様に乗せ５分置きます。

　３．再度、優しくしっかり擦り、マニキュアの固まりをやわらかくします。

　４．リンサーに水またはお湯を入れてリンスします。

　５．タオルで抑えてできる限り乾かします。

　６．まだシミが見えるようであれば、ステインマジックをシミ部分に付けます。

　７．カーペットシャークで優しくしっかりと擦って馴染ませます。

　８．適度に濡れた白いタオルでシミ部分を覆います。

９．スチームアイロンを弱に設定し、１５秒間 白いタオル の上から押さえます。

１０．この作業を繰り返してください。

１１．カーペットに色落ちが見られた場合は、即座にアイロンを使うのを止めてください。

ほとんどのシミは８～１１をトータルで１～３分間続けると落ちます。

PRO'S CHOICESMS Japan

■シミが残った場合■

!

◇シミのタイプ

◇使用する道具

◇ケミカル

◇シミカテゴリー

・・・ マニキュア

・・・ リンサー・白いタオル・スチームアイロン

・・・ シトラスジェル・グーフ・プロソルブジェル・ステインマジック

・・・ 分解・乳化 

■マニキュアのシミ■

Type : 09

プロソルブジェル カーペットシャークステインマジック

■シミ落としの方法■

２．目視確認しながら汚れを馴染ませます。
３．清潔なウエスを押し付け、汚れと洗剤を回収します。
４．回収後、後処理剤もしくは水で仕上げます。

１．シミが付着した部分にシトラスジェル（グーフ）が行きわたり濡れる
      程度の量を直接つけます。

※　シトラスジェル ＝ カーペット・ハード面に使用

シトラス
　ジェル

グーフ

　　グーフ ＝ ハード面・クロスに使用
　　　　　　（裏の塩ビが溶けだす恐れがあるためカーペットにはご使用出来ません） 



１．シミ部分にパワージェルを塗ります。

２．カーペットシャークで優しくしっかりと擦って完全に乳化させます。

３．リンサーに６５倍に希釈したラストステップを入れてリンスし、

　　できる限り乾かします。

■シミ落としの方法２■

■シミが残った場合■
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１．レッドリリーフをダブルスプレーで吹き付けます。

２．完全に乾燥した白いタオルでシミ部分を覆います。

３．スチームアイロンを弱に設定し、１分～３分間あてます。

４．リンサーに水またはお湯を入れてリンスします。

◇シミのタイプ
◇使用する道具

◇ケミカル

◇シミカテゴリー

・・・ 口紅・マスカラ・靴墨 
・・・ リンサー・カーペットシャーク
　　　 ダブルスプレー・白いタオル
・・・ シトラスジェル・グーフ・パワージェル・ラストステップ
　　　 レッドリリーフ
　　　・・・ 分解・乳化

■口紅･マスカラ･靴墨のシミ■

Type :10

レッドリリーフ ダブルスプレーパワージェル カーペットシャークラストステップ

■シミ落としの方法１■

２．目視確認しながら汚れを馴染ませます。
３．清潔なウエスを押し付け、汚れと洗剤を回収します。
４．回収後、後処理剤もしくは水で仕上げます。

１．シミが付着した部分にシトラスジェル（グーフ）が行きわたり濡れる
      程度の量を直接つけます。

※　シトラスジェル ＝ カーペット・ハード面に使用
　　グーフ ＝ ハード面・クロスに使用
　　　　　　　(裏の塩ビが溶けだす可能性がある為カーペットにはご使用出来ません)

グーフシトラス
　ジェル



１．シミ部分にプロソルブジェルをしっかり付けます。

２．その上を乾いたきれいな白いタオルで覆います。

３．スチームアイロンを中に設定し、１～２分間あてます。

４．この時点で既にボンドは溶けてドロドロになっています。更にプロソルブジェルを

　　付けてカーペットシャークで優しくしっかりと擦り、乾いたタオルで拭き取ります。

５．パワージェルを付けます。

６．カーペットシャークで優しくしっかりと擦ってシミを乳化させます。

７．リンサーに水またはお湯を入れてリンスします。

■シミ落としの方法■

◇シミのタイプ

◇使用する道具

◇ケミカル

◇シミカテゴリー 

・・・ 木工用ボンド 

・・・ リンサー・スチームアイロン・カーペットシャーク・

　　　 白いタオル・タオル

・・・ プロソルブジェル・パワージェル 

・・・ 分解・乳化 

■木工用ボンドなどのシミ■
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Type : 11

パワージェルプロソルブジェル カーペットシャーク



１．シミ部分にプロソルブジェルを付けます。

２．カーペットシャークで優しく擦りながらグリースが分解するまでしっかりと

　　馴染ませ、そのまま２～３分放置します。

３．シミ部分にパワージェルを付けます。

４．カーペットシャークで優しく馴染ませながらしっかりとシミを乳化させます。

５．リンサーに水またはお湯を入れてリンスします。
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■シミ落としの方法■

◇シミのタイプ

◇使用する道具 

◇ケミカル

◇シミカテゴリー 

・・・ グリース（油）

・・・ リンサー・カーペットシャーク

・・・ プロソルブジェル・パワージェル

・・・ 分解・乳化

■グリース(油)のシミ■

Type : 12

パワージェルプロソルブジェル カーペットシャーク



１．濃い目に希釈したダートチェイサーかプロザイムをシミ部分にスプレーします。

２．カーペットシャークで優しくしっかりとシミが分解・乳化するまで擦ります。

３．ダートチェイサーとプロザイムは酵素がベースの洗剤です。

　　酵素が十分働く時間を取るために、濡れたままの状態で約４０～５０分放置します。

　　　　　この時、酸性系のケミカルは決して使わないでください。

４．エクストラクターに水またはお湯を入れてリンスします。

　　　　　この時点でまだシミが落ちていない場合は、ステインマジックを使用してください。

５．浮きジミ防止のためにARA原液をスプレーします。

プロザイム ARA

PRO'S CHOICESMS Japan

血液は、生物性危険物（感染媒体）です。必ず手袋などをしてください。
血痕がカーペットバッキングまで達している場合は、バッキングパッド（クッション剤）
を交換してください。そして基布を裏側から上記の１～５を行いクリーニングしてください。

注意

■シミ落としの方法■

絶対に熱いお湯（５０℃以上）でクリーニングしないでください。
タンパク質が凝固してシミが落ちなくなります。

ダートチェイサー

!

!

!

!

◇シミのタイプ

◇使用する道具

◇ケミカル

◇シミカテゴリー

◇その他

・・・ 血痕・ミルク・卵・その他たんぱく質のシミ 

・・・ エクストラクター・カーペットシャーク

・・・ ダートチェイサー or プロザイム・ARA・

           ステインマジック

・・・ 分解・乳化

・・・ バクテリアでの除去

■血痕･ミルク･卵･その他タンパク質のシミ■

Type : 13

カーペットシャークステインマジック



１．ダートチェイサーなどの前処理剤を使用しシミ部分をクリーニングして、

　　できる限り乾かします。

２．シミ部分にレッドリリーフをスプレーします。

３．濡れた白いタオルでシミ部分を覆います。

４．スチームアイロンを弱に設定し、１～３分間あてます。

５．リンサーに水またはお湯を入れてリンスします。

シミが１回で取れない場合は、２～５の工程を繰り返します。

アイロンをあてる際、カーペットに変色がないかタオルをめくってこまめに
チェックしてください。カーペットに変色が見られる前にシミが落ちた瞬間
を確認するのがベストです。

ダートチェイサー

■シミ落としの方法■
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!

!

◇シミのタイプ
◇使用する道具

◇ケミカル
◇シミカテゴリー

・・・ 合成着色料
・・・ リンサー・ダブルスプレー・
          スチームアイロン・白いタオル           
・・・ ダートチェイサー・レッドリリーフ
・・・ 酸化・還元

■ジュース･お菓子などの合成着色料のシミ■

Type : 14

レッドリリーフ



■シミ落としの方法■

日本のシロップは天然色素を使用していますので、
ステインマジックをご使用ください。
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●赤いシロップ

１．リンサーに水かお湯を入れてリンスします。

２．白いタオルでできる限り乾かします。

３．シミ部分にレッドリリーフをダブルスプレーで吹き付けます。

４．適度に濡れたタオルでシミ部分を覆います。

５．スチームアイロンを弱に設定し、１～３分間あてます。

６．リンサーに水またはお湯を入れてリンスします。

●黄色いシロップ

１．リンサーにお湯を入れてリンスします。

２．白いタオルでできる限り乾かします。

３．シミ部分にステインマジックをダブルスプレーで吹き付けます。

４．適度に濡れたタオルでシミ部分を覆います。

５．スチームアイロンを弱に設定し、１５秒間程度あてます。

!

レッドリリーフ

■風邪薬シロップのシミ■

Type : 15

◇シミのタイプ
◇使用する道具

◇ケミカル
◇シミカテゴリー

・・・ 風邪薬シロップ
・・・ リンサー・スチームアイロン・
　　　 カーペットシャーク・ダブルスプレー・白いタオル
・・・ レッドリリーフ・ステインマジック
・・・ 酸化・還元

ダブルスプレーステインマジック カーペットシャーク



カレーやマスタードは、シミの中でも
最も手強いシミのひとつです。

　手順は次の4項目によって異なります。

①マスタードの種類
②シミ部分に過去に用いた洗剤
③シミの古さ
④DCIライトの有無

　 カレー・マスタードのシミのトラブルシューティング
　　黄色いシミが取れない場合以下の事が考えられます。

●リンサーでのクリーニングが不十分であった。

●過去に行ったシミ取り工程で熱などを加えてカーペットを永久的に染めてしまった。

●黄色く見えるのはマスタードのシミではなく、漂白剤などで脱色してしまっている。

●スチームアイロンの熱が十分ではなかった。

●ステインマジックの反応時間が少なすぎた。

DCIライト

１．リンサーに常温の水（水道水）を入れてシミ部分をリンスします。
２．タオルなどで乾かします。
３．ステインマジックをダブルスプレーで吹き付けます。
４．ラップなどでカバーしてDCIライトで覆います。
５．そのままの状態で３０分～６時間放置します。

１．シミ部分にパワージェルを付けカーペットシャークで優しくしっかりと擦ります。
２．リンサーに常温の水（水道水）を入れてシミ部分をリンスします。
３．ステインマジックをダブルスプレーで吹き付けます。
４．適度にぬれた白いタオルで覆います。
５．スチームアイロンを弱に設定し、１５秒あてた後、シミを確認してください。
　　　　このとき、カーペットに変色が見られたら即座に中止してください。
６．変色が見られない場合は５の工程を繰り返し行ってください。
７．アイロンはトータルで３分間当ててください。３分間以上アイロンを当てると
　　カーペットの色が落ちるので注意が必要です。
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■シミ落としの方法■

!

!

!

!

お湯は使用しないでください。!

□ DCIライトを使用する場合

□ DCIライトが無い場合

◇シミのタイプ
◇使用する道具

◇ケミカル
◇シミカテゴリー

・・・ カレー・マスタード 
・・・ リンサー・ダブルスプレー・カーペットシャーク・
　　　 スチームアイロン・白いタオル・DCI ライト
・・・ ステインマジック・パワージェル
・・・ 酸化・還元

■カレー･マスタードのシミ■

Type : 16

ステインマジック

パワージェル

カーペットシャーク



　　

　フィルトレーションソイルとは？

『どうして歩行路線じゃないカーペットの隅がこんなに黒ずんでいるのかな？』
そんな疑問を感じたことありませんか？
フィルトレーションソイルは空気中に浮遊する環境汚染の極小の粒子がカーペット
繊維によってろ過されて黒ずむ汚れのことです。特にエアコンなどによって空気の
流れが一定化し、壁の下やカーテンの下、階段の端などにこの汚れが良く見られます。
フィルトレーションソイルはカーボン・硫黄・ケイ酸などのケミカル粒子の複雑な
結合によってできているため、通常のクリーニングでは落とせない特殊な汚れです。

!
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◇シミのタイプ

◇使用する道具

◇ケミカル

◇シミカテゴリー

■フィルトレーションのシミ■

Type : 17

カーペットシャーク

■シミ落としの方法■

１．PC-45使用前には必ずフタをしたままの状態でよく振って中の液を混ぜ合わせます。

２．PC-45の原液をシミや汚れ部分にスプレーし、ブラシや カーペットシャーク などで

　　優しくしっかりと擦り、カーペットファイバーに馴染ませます。

３．エクストラクターに水かお湯を入れてリンスします。

・・・フィルトレーションソイル 
・・・エクストラクター・カーペットシャーク 
・・・PC-45
・・・分解・乳化

カーペットの隅の黒ずみ…フィルトレーションソイルという厄介なシミです。
東京を始め、都会、高速道路や幹線道路の側などには非常によく見られます。
隅なので歩行していないこともあり、PC-45を使用すると完全に汚れが落ちます。
フィルトレーションソイルを完全に落とすとカーペットの元々の色が甦ります。

PC-45は化繊専用です。

注意　!

　ＰＣ－４５
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ヒールマークはナイロンやウールのカーペットには付きますが、ポリプロピレン

のカーペットのヒールマークのように見えるものは、摩擦による焼け焦げの可能性

があります。すなわちケミカルでは取ることができません。

１．シミ部分にプロソルブジェルを付けます。

２．カーペットシャークで優しくしっかりと擦ってシミを分解させます。

３．シミ部分にパワージェルを付けます。

４．カーペットシャークで優しくしっかりと擦ってシミを乳化させます。

５．リンサーに水またはお湯を入れてしっかりとリンスします。

■シミ落としの方法■

!

◇シミのタイプ

◇使用する道具

◇ケミカル 

◇シミカテゴリー

・・・ ヒールマーク

・・・ リンサー・カーペットシャーク

・・・ シトラスジェル・グーフ・パワージェル・プロソルブジェル

・・・ 分解・乳化

■ヒールマーク■

Type : 18

パワージェルプロソルブジェル カーペットシャークグーフシトラス
　ジェル

■シミ落としの方法■

２．目視確認しながら汚れを馴染ませます。
３．清潔なウエスを押し付け、汚れと洗剤を回収します。
４．回収後、後処理剤もしくは水で仕上げます。

１．シミが付着した部分にシトラスジェル（グーフ）が行きわたり濡れる
      程度の量を直接つけます。

※　シトラスジェル ＝ カーペット・ハード面に使用
　　グーフ ＝ ハード面・クロスに使用
　　　　　　（裏の塩ビが溶けだす恐れがあるためカーペットにはご使用出来ません） 



■シミ落としの方法■

□錆びのシミの場合　　　詳しくはType20「錆びのシミ」を参考にしてください。

１．シミ部分にラストアウェイを付けます。
２．カーペットシャークで優しくしっかりとシミが消えるまで擦ります。
３．リンサーに水またはお湯を入れてリンスします。

□木材のシミの場合

１．シミ部分にステインマジックをダブルスプレーで吹き付けます。
２．カーペットシャークで優しくしっかりと擦って馴染ませます。
３．シミ部分をラップなどで乾かないようにカバーし、シミが消えるまでそのままの
　　状態で放置します。
４．頑固なシミの場合は、シミが消えるのに数時間かかる場合があります。
５．その場合はもう一度ステインマジックを吹き付けて、DCIライトで覆います。
６．そのままの状態で12時間放置します。

家具のシミの原因はおもに以下の通りです。

①　家具の金属部分からの錆び
②　木材からのタンニンの色
③　家具のニスやペンキなどの塗装

上記の ①錆び と ②タンニン のシミ取りは問題なく解決できます。
ただし、③塗装 については落ちない場合があります。

①の錆びのシミの場合は、部分的にカットして本当に錆びなのかを確認してください。
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!

!

!

DCIライト

◇シミのタイプ

◇使用する道具

◇ケミカル 

◇シミカテゴリー

・・・ 家具など 

・・・ リンサー・カーペットシャーク・

　　　 ダブルスプレー・DCIライト

・・・ ステインマジック・ラストアウェイ

・・・ 酸化・還元

■家具などのシミ■

Type : 19

ラストアウェイ ダブルスプレーステインマジック カーペットシャーク



１．シミ部分にラストアウェイを塗ります。

２．カーペットシャークで優しくしっかりとシミがなくなるまで擦ります。

３．リンサーに水またはお湯を入れてリンスします。

　サビのシミのテスト方法

シミが付いたファイバーの表面を散髪の要領で極小部分カットし、シャー

レ等の上でラストアウェイをかけて色が抜けるのを確認してください。シミ

がこのテストで抜ければサビのシミだと確定できます。もしこのテストで色の

変化がない場合はシミがサビによるものだと確定できたとは言えませんので

ラストアウェイのご使用はおやめください。

!

ラストアウェイを錆び以外のシミ部分に使用するとシミを固着化して、

落とせないシミに変化させてしまいますので、ご注意ください。
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■シミ落としの方法■

サビのシミの場合は本当にサビかどうか確認してから以下の工程を行ってください。!

◇シミのタイプ

◇使用する道具 

◇ケミカル

◇シミカテゴリー 

・・・ 錆び

・・・ リンサー・カーペットシャーク

・・・ ラストアウェイ

・・・ pHシフト

■錆びのシミ■

Type : 20

ラストアウェイ カーペットシャーク
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■シミ落としの方法■

１．パワージェルを水で２０倍に希釈してシミ部分にスプレーします。

２．シミ部分をカーペットシャークで優しくしっかり馴染ませ乳化させます。

３．リンサーに水またはお湯を入れてしっかりとリンスし、タオルなどを使ってできる限り

　　乾かします。

４．シミが残っていたらステインマジックをシミ部分にダブルスプレーで吹き付けます。

　　早く効果を出したい場合はカーペットシャークで優しくしっかり馴染ませます。

５．シミは程度によって落ちる時間が異なりますが、１～８時間で落ちます。

６．ラップなどで覆い、そのままの状態で放置します。

パワージェル

◇シミのタイプ

◇使用する道具 

◇ケミカル

◇シミカテゴリー 

・・・ 植物・カビ 

・・・ リンサー・カーペットシャーク

・・・ パワージェル・ステインマジック 

・・・ 酸化・還元

■植物・カビのシミ■

Type : 21

ダブルスプレーステインマジック カーペットシャーク



１．カーペットシャークで軽くパテをはぎ取ります。

２．シミ部分にプロソルブジェルを付けます。

３．カーペットシャークで優しくしっかりと擦って分解させます。

４．シミ部分にパワージェルを付けます。

５．カーペットシャークで優しくしっかりと擦って乳化させます。

６．リンサーに水またはお湯を入れてしっかりとリンスします。

■シミが残った場合■
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◇シミのタイプ

◇使用する道具 

◇ケミカル

◇シミカテゴリー 

・・・ 配管用パテ 

・・・ リンサー・カーペットシャーク

・・・シトラスジェル・グーフ・ プロソルブジェル・パワージェル

・・・ 分解・乳化

■配管用パテのシミ■

Type : 22

パワージェルプロソルブジェル カーペットシャーク

■シミ落としの方法■

２．目視確認しながら汚れを馴染ませます。
３．清潔なウエスを押し付け、汚れと洗剤を回収します。
４．回収後、後処理剤もしくは水で仕上げます。

１．シミが付着した部分にグーフ（シトラスジェル）が行きわたり濡れる
      程度の量を直接つけます。

グーフシトラス
　ジェル

　　シトラスジェル ＝ カーペット・ハード面に使用

※　グーフ ＝ ハード面・クロスに使用



１．シミ部分にパワージェルをしっかり付けます。

２．カーペットシャークで優しくしっかり馴染ませ乳化させます。

３．リンサーに水またはお湯を入れてしっかりとリンスし、タオルなどを使

　　ってできる限り乾かします。

４．まだシミが残っている場合は、レッドリリーフをダブルスプレーで吹き付けます。

５．３０％程度濡れた白いタオルでシミ部分を覆います。

６．スチームアイロンを弱に設定し、１～３分間あてます。

７．リンサーでしっかりリンスします。

８．シミが１回で取れない場合は、４～６の工程を繰り返し行います。
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■シミ落としの方法■

毛染め液のシミは非常に難しく
落ちない場合もあります。!

アイロンをあてる際、カーペットに変色がないかタオルをめくってこまめに
チェックしてください。カーペットに変色が見られる前にシミが落ちた瞬間
を確認するのがベストです。

!

◇シミのタイプ
◇使用する道具
 
◇ケミカル
◇シミカテゴリー 

・・・ 毛染め液
・・・ リンサー・カーペットシャーク・ダブルスプレー・
　　　 スチームアイロン・白いタオル
・・・ パワージェル・レッドリリーフ
・・・ 分解・乳化

■毛染め液のシミ■

Type : 23

レッドリリーフ ダブルスプレーパワージェル カーペットシャーク



１．シリコンシールをカーペットシャークで軽くはぎ取ります。

２．シミ部分にパワージェルを塗ります。

３．カーペットシャークで優しくしっかりと擦ってシミを乳化させます。

４．リンサーに水またはお湯を入れてリンスします。

PRO'S CHOICESMS Japan

■シミ落としの方法■

シリコンが完全に乾く前にシミを取りましょう。シリコンシールが

完全に乾いてしまってからのシミ取りはカーペットにダメージを

与えてしまう確率が非常に高くなります。

!

◇シミのタイプ

◇使用する道具 

◇ケミカル

◇シミカテゴリー 

・・・ シリコンシール

・・・ リンサー・カーペットシャーク

・・・ パワージェル

・・・ 分解・乳化

■シリコンシールのシミ■

Type : 24

パワージェル カーペットシャーク



PRO'S CHOICESMS Japan

ステインマジックはリンスしないでください。!

■シミ落としの方法■

１．パワージェルを水で２０倍に希釈してシミ部分にスプレーします。

２．カーペットシャークで優しくしっかり馴染ませ乳化させます。

３．エクストラクターに水またはお湯を入れてしっかりとリンスし、タオルなどを使って

　　できる限り乾かします。

４．ステインマジックをシミ部分にダブルスプレーで吹き付けます。

５．早く効果を出したい場合はカーペットシャークで優しくしっかり馴染ませます。

６．乾かないようにラップなどで覆い、そのままの状態で放置します。

◇シミのタイプ

◇使用する道具

 

◇ケミカル

◇シミカテゴリー 

・・・ トイレ洗浄剤

・・・ リンサー・カーペットシャーク・

　　　 ダブルスプレー・タオル

・・・ パワージェル・ステインマジック

・・・ 分解・乳化

■トイレ洗浄剤のシミ■

Type : 25

ダブルスプレーパワージェル カーペットシャークステインマジック



１．消臭剤がカーペットに残っている場合は、リンサーに水またはお湯を入れてリ

　　ンスします。

２．タオルなどでできる限り乾かします。

３．シミ部分にステインマジックをダブルスプレーで吹き付けます。

４．早く効果を出したい場合はカーペットシャークで優しくしっかり馴染ませます。

５．シミは程度によって落ちる時間が変わりますが、１５分～５時間で落ちます。

６．急ぎの場合は、３０％程度濡れた白いタオルでシミ部分を覆いスチームアイロン

　　を弱に設定し、１５秒間程、１回だけあてます。

下記の手順には消臭効果はありません。　
消臭クリーニングを行ってから以下の手順でシミ取りをしてください。

PRO'S CHOICESMS Japan

■シミ落としの方法■

!

◇シミのタイプ

◇使用する道具

 

◇ケミカル

◇シミカテゴリー 

・・・ 尿

・・・ リンサー・ダブルスプレー・カーペットシャーク・

　　　 タオル・白いタオル

・・・ ステインマジック

・・・ 酸化・還元　

■オシッコのシミ■

Type : 26

ダブルスプレーステインマジック カーペットシャーク



１．カーペットシャークなどで乾いてしまっている汚れを剥ぎ取ります。

２．65倍に希釈したダートチェイサーかプロザイムをシミ部分にスプレーします。

３．カーペットシャークで優しくしっかりと擦ります。

４．エクストラクターに水またはお湯を入れてしっかりとリンスし、タオルなどを使って

　　できる限り乾かします。

５．シミが残っている場合はステインマジックをダブルスプレーで吹き付けて、放置します。

PRO'S CHOICESMS Japan

■シミ落としの方法■

ステインマジックはリンスしないでください。!

下記の手順には消臭効果はありません。　
消臭クリーニングを行ってから以下の手順でシミ取りをしてください。!

ダブルスプレープロザイムダートチェイサー カーペットシャークステインマジック

◇シミのタイプ

◇使用する道具

◇ケミカル

◇シミカテゴリー 

・・・ 嘔吐物・糞

・・・ リンサー・カーペットシャーク・タオル

・・・ ダートチェイサー or プロザイム・ステインマジック

・・・ 酸化・還元・有機　

■嘔吐物・糞のシミ■

Type : 27
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ナチュラルファイバー ラストステップ

　水などの輪ジミってどうしてできるの？

水を使ったカーペットクリーニングでは、誤った方法でクリーニングをした場合、
色々なシミを作ってしまうことがあります。

例えば家具のクリーニングにおいてソファなどのセルロース系の繊維をアルカリ洗剤
で洗ってしまった為にできたアルカリ焼けの黄変、オーバーウェットした為に起きた
ブラウニングなどです。

この様な場合、ナチュラルファイバーで洗浄しただけで問題解決する事もあります。

!

１．ナチュラルファイバーを希釈してスチームクリーニングをします。

２．エクストラクターのバキュームだけを繰り返し、しっかりと乾かします。

　　　この工程だけで水垢のシミが取れるケースが多く確認されています。

■シミ落としの方法■

■シミが残った場合■

１．ラストステップを５０倍に希釈してエクストラクターに入れ、何回もしっかりと

　　リンスします。

!

◇シミのタイプ

◇使用する道具 

◇ケミカル

◇シミカテゴリー 

・・・ 水などの輪ジミ

・・・ エクストラクター

・・・ ナチュラルファイバー・ラストステップ

・・・ 酸化・還元・pHシフト

■水などの輪ジミ■

Type : 28



PRO'S CHOICESMS Japan

■シミ落としの方法■

１．ラストステップを３０～５０倍に希釈してリンサーに入れ、できる限り

　　しっかりとリンスを繰り返します。

２．ラストステップを３０～５０倍に希釈してシミ部分にスプレーします。

３．リンスはせずに、そのままの状態で放置します。

! ラストステップは酸性のケミカルです。

アルカリと中和させるためにリンスしないでください。

ラストステップ

◇シミのタイプ

◇使用する道具 

◇ケミカル

◇シミカテゴリー 

・・・ アルカリ焼け

・・・ リンサー・スプレーヤー

・・・ ラストステップ

・・・ pHシフト

■アルカリ焼けのシミ■

Type : 29



■シミ落としの方法■

１．シミ部分にレッドリリーフをダブルスプレーで吹き付けます。

２．適度に濡れた白いタオルでシミの部分を覆います。

３．スチームアイロンを中に設定し、タオルの上からカーペットの色落ちがないか

　　３０秒ごとにタオルをめくって確認しながら、１～２分間アイロンをあてます。

５．リンサーに水またはお湯を入れてリンスし、できる限り乾かします。

PRO'S CHOICESMS Japan

レッドリリーフ ダブルスプレー

◇シミのタイプ

◇使用する道具

◇ケミカル

◇シミカテゴリー 

・・・ ヨードチンキ・イソジン

・・・ リンサー・スチームアイロン

　　 　ダブルスプレー・白いタオル

・・・ レッドリリーフ

・・・ 酸化・還元

■ヨードチンキ･うがい薬のシミ■

Type : 30



１．ワックスが分厚く付いている場合はカーペットシャークで剥ぎ取ります。

２．乾いたタオルでシミ部分を覆います。

３．スチームアイロンでタオルの上から３０秒間押さえます。

４．タオルのポジションを変えながら、３の工程を繰り返し行います。

　　 この時アイロンを長くあて過ぎないようにしてください。
　　 色付きのキャンドルワックスの場合、その色がカーペットを染色する恐れがあります。

５．ワックスがドロドロになっているうちに、素早くパワージェルを塗り、

　　カーペットシャークで優しくしっかりと馴染ませ、乳化させます。

６．リンサーに水またはお湯を入れてリンスします。

PRO'S CHOICESMS Japan

■シミ落としの方法■

!

◇シミのタイプ

◇使用する道具

◇ケミカル

◇シミカテゴリー 

・・・ キャンドルワックス 

・・・ リンサー・カーペットシャーク

　　　 スチームアイロン・タオル 

・・・ パワージェル 

・・・ 分解・乳化

■キャンドルワックスのシミ■

Type : 31

パワージェル カーペットシャーク


