
ハウスクリーニング

カビ、におい対策にも

エアコン、換気扇、浴室、
気になるいや～な汚れをプロがピカピカに！！

調理するたびに「油煙」が

細かい部分にまで入り込んでいます。

分解掃除が必至！

自分で落としきれない

黒ずみは、プロに任せてピカピカに。

作業時間の目安

換気扇クリーニング 1.5～2時間（１名）
キッチンクリーニング 約3～6時間（１名）

作業時間の目安

【エアコン作業対象外項目】

電装部分・高圧洗浄の届かない裏面

ドレンパン

【換気扇作業対象外項目】

正常に動作しない換気扇、

モーター及び配線を含む電気部分、建

物の外側部分、配管（ダクト）、塗装の

劣化部分
【キッチン作業対象外項目】

棚の内部、ガラス窓・ブラインド・ロール

カーテン、ガスレンジ内部、床及び床下

収納庫、オーブンレンジ・食器洗浄機・

生ごみ処理機・浄水器

【浴室作業対象外項目】

フロ釜内部・パイプ、天井や壁面が塗り壁、塗面

など洗浄できない素材の場合、窓の外側・網戸・

ブラインド、浴室内小物（フロふた・イス・洗面器

など）、大理石・木製（ヒノキなど）、その他特殊な

素材の洗浄、浴室乾燥機、鏡の磨きこみ

薬剤や合成洗剤を使用しない環境・

健康に安心なクリーニングです。

【トイレ作業対象外項目】シャワー付きトイレを取り外

しての洗浄、ロ－タンク内部および配管内部

作業時間の目安

洗面所クリーニング １時間（１名）

作業時間の目安
トイレクリーニング １時間（１名）

浴室クリーニング 2～3時間（１名）

石けんｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

石けんと高圧洗浄でスッキリきれいに！

薬剤を使用しない為、目地やパッキンに染込んだ色素沈着した汚れは落としきれません。

エアコンの種類 洗浄項目 １台の場合 ２台の場合１台あたり ３台の場合１台あたり

標準エアコン
[壁掛けタイプ家庭用　幅110㎝以内]

¥12,980 ¥11,000 ¥10,450

標準エアコン(除菌仕上げ）
[壁掛けタイプ家庭用　幅110㎝以内]

¥14,080 ¥12,100 ¥11,550

自動お掃除機能付きエアコン
[壁掛けタイプ家庭用　幅110㎝以内]

※自動お掃除機能付きエアコンとは、フィルターを

　自動的に掃除してくれる機能のついたエアコンのことです

¥19,800 ¥18,480 ¥17,600

・熱交換器
・送風ファン
・フィルター
・前面カバー

エアコンの種類を問わず、合計２台もしくは３台ご注文の場合、それぞれ１台目から割引価格が適用されます。

上記以外のエアコン（天井埋込型など）はお問合せ下さい。

価格（税込）

作業時間の目安（１台あたり）
家庭用壁掛エアコン 1～1.5時間（１名）
お掃除機能付きエアコン 2時間前後（１名）

まとめて
おトク！

クリーニング箇所 価格（税込）

換気扇クリーニング
【洗浄項目】　レンジフード内・外側の洗浄、吸引ドラムおよ

び羽根と内側枠部分の洗浄
¥17,600

キッチンクリーニング（換気扇含む）
（間口２．５５ｍまで※１ｍ毎に2,200円（税込）加算）

【洗浄項目】換気扇の分解洗浄・ガスコンロ・流し台・排水

口（手の届く範囲）・蛇口・吊り棚（表面のみ）・照明器具（部

屋は別途）・壁面タイル表面

¥30,800

クリーニング箇所 価格（税込）

浴室クリーニング（２畳まで）
※1㎡毎に4 ,400円（税込）追加

【洗浄項目】天井・壁・換気扇カバー、窓サッシ（内部）、照

明カバー、水栓（蛇口）、床、浴槽、排水口（手の届く範

囲）、備え付け小物置き棚、扉およびレール

¥18,700

クリーニング箇所 価格（税込）

浴槽エプロン内作業追加
【洗浄項目】浴槽側面パネル（エプロン）を取外しての内部洗浄

¥5,500

クリーニング箇所 価格（税込）

洗面所（２．５畳まで）
【洗浄項目】キャビネット表面・棚表面・照明カバー（内外）・

水受けボウル・洗面台排水口・鏡の拭き上げ、ドア表裏・天

井、壁面のホコリ除去・洗面所床

¥11,000

クリーニング箇所 価格（税込）

トイレ
【洗浄項目】衛生陶器・

シャワー付きトイレの表

面・シャワー付きトイレの

ノズル、ロータンク表面・

照明カバー、換気扇カ

バーの表面・ドアの裏表、

天井、壁面のホコリ除去、

トイレ床面

¥11,000
【洗面所作業対象外項目】

収納されている棚の内部、大理石や特殊素材の

洗浄、洗濯機の下や周辺の手の届かない部分



ハウスクリーニングサービスについて

ご
利
用
方
法

別紙注文用紙にご

記入いただきＦＡＸ

いただくか、お電話

にてお申し込みくだ

さい。

①お申し込み

お申込みから１週間前

後で日程調整のご連

絡を差し上げます。
※担当スタッフの携帯電

話から発信します。

②日程調整のご連絡

クリーニング終了後、

作業確認書にサイン

をお願いします。
※車で訪問致しますの

で、駐車スペースの確

保をお願いします。

③クリーニング実施

クリーニングが完了し

た月の２か月後に給

与引去りとなります。

（※ご退職者の方は

ご自宅宛に振込用紙

をお送り致します。）

④ご請求

●作業時間は目安です。汚れの程度により変わります。●電気・水・お湯を使わせていただきます。また、洗浄の為の場所をお借りします。（お風呂場、洗

い場等）●洗浄後の汚水は、その場で処理させていただきます。●作業に不備があった場合には作業後１週間以内に千葉県庁生活協同組合又は（株）エ

コロジーホームサービスにご連絡ください。●当日の作業内容の変更は基本的に承ることができません。●組合員の体調等の事情によりクリーニング作

業を実施できない場合があります。●製造から10年以上経過した電化製品は経年劣化よる故障や部品調達ができず復旧できなくなるリスクをご承諾の上

でお申し込み願います。●砂壁・京壁・塗り壁・白木・土壁等吸水性素材壁にエアコン設置の場合は、後からシミが浮き出る危険性があるため、基本的に

は承ることができません。●設置状況や作業前点検結果により作業できない場合があります。●クリーニングに伴う家具の移動は承ることができません。

●薬品・薬剤は使用しませんので、傷跡に汚れがしみ込んでいるような場合や目地に染み込んだカビの色素は取りきれません。●当日、組合員のご都合

によるキャンセルの場合は、キャンセル料（一律６，０００円（税込））をいただくことがあります。

作業に関するお問合せ・ご相談は

（株）エコロジーホームサービス

ＴＥＬ ０１２０－８３６－２０２

●受付時間/9：00～17：30 （日・祝日休業）

※千葉県庁生協の組合員である旨をお伝えください。

●交通ルール順守の点から、作業中の駐車スペースの確保をお願い致しております。組合員様敷地内に駐車スペースがなく、有料駐車場を使用した場合、恐れ入ります

が実費をご負担いただきますのでご了承ください。

■お申し込みにあたって（必ずお読みください。）

■ハウスクリーニング注意事項（必ずお読みください。）

●洗浄場所および周辺の小物などは事前にお片付けをお願い致します。●作業開始前に組合員様立会いのもと、クリーニング箇所の汚れ・塗装など、素

材の状態を確認いたします。●作業終了後、組合員様立会いのもとクリーニングの最終確認を行い、作業完了伝票に完了確認のご署名をいただきます。

洗浄残りやキズ等、気になる部分がございましたら、必ずその場でご指摘ください。作業完了伝票にご署名後のご指摘には対応できませんので、入念な

最終確認をお願い致します。

■エアコンクリーニング注意事項（必ずお読みください。）
●洗浄場所および周辺の小物などは事前にお片付けをお願い致します。●作業開始前に組合員様立会いのもと、クリーニング箇所の汚れ・塗装など、素

材の状態を確認いたします。●作業終了後、組合員様立会いのもとクリーニングの最終確認を行い、作業完了伝票に完了確認のご署名をいただきます。

洗浄残りやキズ等、気になる部分がございましたら、必ずその場でご指摘ください。作業完了伝票にご署名後のご指摘には対応できませんので、入念な

最終確認をお願い致します。●電装部分およびドレンパン・高圧洗浄の届かない裏面の清掃は対象外となります。●エアコンの設置場所が吹き抜けなど

高い位置にある場合、作業をお断りすることがございます。●エアコンパネル取り外しおよび設置時、高圧洗浄機使用による作業中騒音、振動が発生す

る場合がございます。●クリーニング作業時組合員様宅の電源・水道を使用し洗浄後の汚水はその場で処理させていただきます。カバー・フィルターを洗

う際は浴室・ベランダ・外水道などをお借りいたします。●設置されているエアコンの製造年度やメーカー都合により部品供給が終了していると、クリーニン

グにより万が一破損や動作不良が生じた場合、修理復元できない場合がございます。●エアコン設置環境において店舗、事務所の場合は表示金額の２

割増しとなります。●京壁、珪藻土などの塗り壁、特殊なクロスの場合、エアコン下にピアノや電化製品、美術品、戸棚や書籍などの家財がある場合は原

則作業が行えません。これらの場合におきまして清掃作業をご依頼される場合は、施工代金を補償金額の上限とさせていただくことをご了承のうえ、承諾

書にサインをいただいての作業となります。●エアコンの横幅が１１０センチを超えるもの、天井埋込型、サイドファン付は別途料金となります。●複数台以

上の価格は同一・同一居宅内での作業が対象です。

■駐車料について

ご注文・お問合せ先

千葉県庁生活協同組合

ＴＥＬ ０４３－２２３－４６０４

ＦＡＸ ０１２０－４８８－６２２
※千葉県庁生協の組合員である旨をお伝えください。

【お申込方法】
別途注文用紙（Ａ４サイズ）に必要事項をご記入のうえ、
千葉県庁生協へＦＡＸを送信ください。



【ご注文内容記入欄】

ハウスクリーニングサービス
お申込用紙

【代金お支払い等について】
・お支払いは原則給与引去りとなります。（ハウスクリーニングが完了した月の２か月後）

・ご退職された組合員の方はご自宅あてに振込用紙をお送りいたします。（※生協扱保険にご加入されている方はご登

録口座より振替となります。）

・お申し込み時にいただいた住所・氏名などの個人情報は、商品代金の請求、クリーニング作業にかかる連絡等に利用

いたします。その場合、電算委託業者には商品代金請求情報として提供致します。

【ご注文先】千葉県庁生活協同組合

合計金額 円

TEL：043-223-4604 FAX：0120-488-622

※ご依頼主と異なる場合のみご記入下さい。

※ご依頼主との続柄

依
頼
主

※訪問先氏名訪
問
先

クリーニング訪問先住所

　〒

所　属　名 ご依頼主氏名 職員コード 希望連絡先ＴＥＬ

ご家族 その他 （ ）

ご自宅 別作業場所

価格

標準エアコン 台 １２，９８０円
標準エアコン（除菌仕上げ） 台 １４，０８０円
自動お掃除機能付きエアコン 台 １９，８００円

標準エアコン 台 １１，０００円
標準エアコン（除菌仕上げ） 台 １２，１００円
自動お掃除機能付きエアコン 台 １８，４８０円

標準エアコン 台 １０，４５０円
標準エアコン（除菌仕上げ） 台 １１，５５０円
自動お掃除機能付きエアコン 台 １７，６００円

室外機クリーニング（オプション） エアコンクリーニングとセットでお申込ください。 台 ６，１６０円

エアコンクリーニング合計 台 円

エアコンの注文台数が

全部で１台

エアコンの注文台数が

全部で２台
（内訳台数をご記入ください）

エアコンの注文台数が

全部で３台
（内訳台数をご記入ください）

内
訳

内
訳

【エアコンクリーニング】

価格

換気扇クリーニング 一台 １７，６００円

キッチンクリーニング（換気扇含む） 一式 ３０，８００円

浴室クリーニング（２畳まで） 一式 １８，７００円

浴室エプロン内作業追加（オプション）
（※浴室クリーニングとセットでお申し込みください）

一式 ５，５００円

洗面所クリーニング 一式 １１，０００円

トイレクリーニング 一式 １１，０００円

ご注文数量
【ハウスクリーニング】


