
おそうじ革命
サービスマニュアル

キッチン
クリーニング



クリーニング料金　税込

キッチン：16,500円
作業時間：3-3.5時間



作業範囲

【作業範囲内】
・レンジフード表面　（内部）
・レンジフードフィルター
・キッチン壁
・ガスコンロ
・窓内側
・排水口内（配管内部は含まない）
・ディスポーザー（ある場合のみ）
・魚焼きグリル（内部簡易拭き上げ含む）
・調理台
・シンク
・カラン
・床バキューム
・手元灯
・浄水器
・キッチン戸棚の表面（内部）
⇒空室清掃の場合は内部込み

【作業範囲外】※プラスワン　　
・後置き食器棚表面　　　   　　　3,850円　
・シンク水垢防止コーティング   　3,850円
・食洗機内部　　　　　              　7,700円　
・冷蔵庫/中に物なし          　       　9,900円
・冷蔵庫/中に物あり     　            　13,200円　
・備付オーブンレンジ内部           　11,000円



資機材

【使用する資機材一式】
・青パット
・茶パット
・ステンレスクリーナー
・エコスポンジ　
・ペール
・クリーンパット（15～20枚）
・マスカー550・2100
・マスキングテープ
・養生シート
・腰袋道具一式
・バキューム
・脚立（踏み台可）
・電熱棒(取扱注意：コンセントに接続しただけで電源が入るタイプあ

り)
・シンク磨きパット
・パケット
・ガラススクレイパー



薬剤

【使用する薬剤一式】

［アルカリ性洗剤］
・万能（弱と強）
・油汚れつけ置き粉末
・強力油汚れジェル
・カビ取り剤

［酸性洗剤］
・カルシウム系スケール
・シリカスケール
・研磨剤

［中性洗剤］
・エコ洗剤
・仕上げ剤

［その他］
・ブリーチングスピリッツペースト
・撥水コート（プラスワンで使用）



大まかな作業の流れ

①サービス前確認事項
②事前確認（機能動作・破損個所）
③モノの移動（作業スペース確保）
④周辺養生
⑤分解つけ置き
⑥収納上部
⑦レンジフード表面清掃
⑧壁面清掃
⑨コンロ
⑩グリル清掃
⑪収納下部清掃
⑫つけ置き部品・分解部品の清掃
⑬調理台清掃
⑭カラン清掃
⑮排水口
⑯シンク清掃
⑰全体仕上げ
⑱モノ戻し
⑲床バキューム掛け
⑳動作確認
㉑作業後説明



①サービス前確認事項

・写真撮影の許可を取る。
作業する前にお客様の私物を移動させて頂きます
ので、元に戻せるように写真を取らせて頂いてもよ
ろしいでしょうか？といったように、承諾を得て撮影
をすること。
※食器等の動かした物は床には置かないこと。
（まな板と包丁は衛生面から注意しましょう）

・レンジフードの塗装剥がれを説明する。
塗装と油汚れが長年一緒にいると一体化してしま
い、油汚れを落とそうとすると塗装も一緒に剥がれ
てしまう可能性がある。
塗装を剥がさないでほしいという希望のお客様には
『油汚れが取り切れない可能性がある』ことを必ず
伝える。

・作業範囲の説明をする。
作業範囲がどこからどこまでなのか、作業をしない
範囲はどこなのか、を明確にお客様にお伝えす
る。未然にクレームを防ぐことに繋がる。



・魚焼きグリル内部の注意点。
魚焼きグリルの内部は、薬剤の使用を控えて、水拭
き・乾拭き、のみの清掃を行うこと。洗剤を使用する
と、食品に匂い移りが起こってしまうため使用しない
ように。汚れがひどい場合は落としきれないため、
事前にお客様に伝えておくこと。

・お湯を使わせていただく旨を伝える。
油を落とす際にお湯を使わせていただきたいので、
給湯器を触らせていただいてもよろしいでしょうか？
とお客様に必ず聞くこと。水よりお湯の方が、汚れ落
としの効率が非常に良くなる。目安は60度以上とす
ること。使用後、すぐに設定温度は元の温度に戻
す。
※キッチン以外でお湯をお客様が使用したときに、
やけどの事故を防ぐため。

・ご依頼理由を確認する。
特にどこが気になられてご注文くださったのですか？
とお客様に尋ねること。答えによっては、他サービス
もご提案でき、ご満足できるサービスを提供しやすく
なる。

・過去の清掃依頼の有無を尋ねる。
過去に他清掃業者様が入られたことはございますで
しょうか？と尋ねること。知っておくと、営業にも活か
すことができる。



②事前確認
（機能動作・破損箇所）

概要
動作確認（機器）を行う。
作業前確認を行う。
気になった点は、作業前にお客様に確認する。作
業範囲をお客様と一緒に確認する。

確認すべき項目
レンジフード　　　動作・異音など
ガスコンロ　　　　着火/強弱
魚焼きグリル　　　着火/強弱
照明　　　　　　　ライトON/OFF
傷　　　　　　　　キッチン全体の傷
給湯器の温度　　　最初の設定温度を覚えておく

なぜ必要なのか？
責任を明確にするため
事前確認を怠ると、清掃後に機器に不具合が発生し
た時に、責任を負うことになる。破損も同様。



③モノの移動
（作業スペースの確保）

概要
作業の妨げになるモノを移動してスペースを確保す
る。
元に戻せるように、お客様の許可を得た上で写真を撮
る。

注意点
無理に移動させない。
⇒高価なもの、重たいものは無理に移動させない。
置いてあった並びのまま移動させると、戻すのが楽
になる。
移動先の養生も忘れない。
⇒移動先は多くの場合ダイニングテーブルで、マス
カーを敷いた上に移動する。
包丁やまな板
ゴム手袋を着用し、養生で包む

なぜ必要なのか？
作業効率アップと事故防止
作業のスペースを確保して作業効率をアップさせ
る。作業事故は「やりにくい状況」から発生すること
が多い。



④周辺養生

概要
キッチン床の保護
キッチン清掃で出る油汚れで床を汚さないように、
養生をする。他のお客様宅でも使用するため、養
生シートも汚さないように、養生シートにもマスカー
で養生をする。

手順
①床に糸付き養生シートを敷く。
②キッチン側の一番下にマスキングテープを貼る
③マスカー2100をマスキングの上に貼る。

注意点
床や塗装面にマスカーを貼ると剥がしてしまう恐れが
ある。

喜ばれポイント
水はね、洗剤はね、が起こりうるため、シンク周り
（正面、横、手前、下部戸棚の表面）の養生も行う
こと。



⑤分解つけ置き

概要
ガスコンロ周りは焦げ付いた油汚れが多い。
薬剤でつけ置きをして汚れを柔らかくする。

手順
つけ置きできるパーツを分解する。（五徳、バー
ナーリング、バーナーキャップ、排気口カバー、魚
焼きグリルの網、グリル皿）※素材によりつけ置き
できない物もある。

注意
アルミ素材は腐食の恐れがあるため、長時間つけ
置きは避ける。

ポイント
※つけ置きの方法は2通り（②は奥の手）
①パケットに入れた水を電熱棒で温めて（約
60℃）、油汚れつけ置き粉末を混ぜて浸す。 
［注意！！］電熱棒はコンセントに挿しただけで電
源が入るタイプがある。
（または、給湯器のお湯で準備をする）お湯を使う
ことで洗浄力がアップする。
②マスカー上に対象物を置いて、強力油汚れジェ
ルをかけてマスカーで包み込む。パケットに入らな
いものは②の方法でつけ置きする。



レンジフードフィルター（左は塗装ハゲ）

グリル皿受け

グリル扉(漬け置き無し ) グリル焼き網

扉はつけ置き無し

分解パーツ一覧



ガスコンロパーツ素材

ステンレス
つけ置き〇

アルミ合金
つけ置き✖

ホーロー
つけ置き〇

ホーロー
つけ置き〇

ステンレス
つけ置き〇

グリル扉
つけ置き✖

アルミ
つけ置き✖強力油汚れジェルで

つけ置き〇

板状のものは焼けやすいので
万能(強)でつけ置き

魚焼きグリルパーツ素材



⑥収納上部

概要
掃除の基本（作業範囲）は、上から下へ。
つけ置きをしている間に、つけ置きと関係のない場
所を上から下に清掃する。

資機材
クリーンパット・青パット・エコスポンジ・サッシブラシ
・ミニスクレーパー

薬剤
エコ洗剤・万能（弱）・仕上げ剤

ポイント
①角や隅はサッシブラシ又はミニスクレーパーを使用する。
②薬剤と道具で汚れを浮かす。
③クリーンパットで水拭き乾拭きを行う。
④薬剤は万能（弱）を使用する。
⑤素材や汚れ具合に応じて道具を使い分ける。
・ツヤのある表面はクリーンパット
・ツヤのない表面はエコスポンジ
※ツヤのある表面に、エコスポンジを使用すると、
傷をつけツヤをなくすため、使用してはならない。



⑦レンジフードの表面清掃

概要
フード表面と、フィルターを取り付けた状態で見えている
範囲を清掃する。

資機材
クリーンパット・青パット・サッシブラシ・ミニスクレー
パー・スティックスクレーパー・カーボンスクレーパー

薬剤
エコ洗剤・万能（弱）・仕上げ剤

ポイント
①角や隅はサッシブラシ又はミニスクレーパーを使用す
る。
②薬剤と道具で汚れを浮かした後に、クリーンパットで
水拭き乾拭きを行う。
③レンジフード内部はオプションである。

※注意事項
※フードの塗装剥がれに注意する。
※レンジフードのスイッチまわりに直に薬剤塗布をしな
いこと。
※クリーンパットやサッシブラシに薬剤を塗布してスイッ
チまわりを清掃する。



ポイント
④塗装剥がれに要注意。
⑤薬剤は万能（弱）を使用する。落ちなければ万能
（強）を使用する。
⑥オイルレールの汚れが残りやすいので注意す
る。分厚い油がある場合は、スティックスクレーパー
を使用して、削り取ってから清掃する。　

指で触って
確認すること

レンジフードスイッチ

フード内側



⑧壁面清掃

概要
キッチン壁面を清掃する。

資機材
クリーンパット・青パット・エコスポンジ・
カーボンスクレーパー

薬剤
エコ洗剤・万能（弱）・仕上げ剤

ポイント
①角や隅はサッシブラシ又はミニスクレーパーを使用
する。
②薬剤と道具で汚れを浮かした後に、クリーンパットで
水拭き乾拭きを行う。
③洗剤は万能（弱）を使用する。
④洗剤やけを防ぐために下から上に擦っていく。
⑤油の塊がこびりついているところは、カーボンスク
レーパーで削り落とす。
※壁面がタイルの場合は、全体をカビ取り剤で洗い、
目地を漂白する。



ポイント
⑥素材によって道具を使い分ける。
⑦アルミ製の壁面は洗剤ヤケしやすいので、万能(強)
は使用してはいけない。

タイル壁面

ツヤのある壁面

ステンレス調の壁面（アルミ）

青パット可
エコスポンジ可

青パット可
クリーンパット可
エコスポンジ不可

万能（弱）可
万能（強）不可



⑨コンロ

概要
ガスコンロとIHとでは清掃方法が異なる。

資機材
クリーンパット・青パット・茶パット・ステンレスクリー
ナー・ガラススクレーパー・ミニスクレーパー・サッシ
ブラシ・バキューム・カーボンスクレーパー

薬剤
万能（弱）
万能（強）
仕上げ剤

ポイント
①角や隅はサッシブラシ又はミニスクレーパーを使
用する。
②薬剤と資機材で汚れを浮かした後に、クリーン
パットで水拭き乾拭きを行う。
③薬剤は万能（弱）を使用する。落ちない場合は、
万能（強）に変えること。



概要
ガスコンロの場合。

手順
①トッププレートの表面を青パットで清掃する。
②こびりついた汚れはカーボンスクレーパーで削り取
る。カーボンスクレーパーで取れなければ、ガラススク
レーパーを注意して使用する。
③トッププレートを取り外す。
④ゴムパッキンを取り外し、汚れが酷ければつけ置きの
ペールに入れてつけ置く。
⑤コンロ内部に落ちているカスをバキュームで吸い取
る。
⑥バーナーとリングはステンレスクリーナーで焦げを落
とす。細かい箇所はミニスクレーパーを使用して削る。
焦げが強ければ茶パットで擦ると綺麗になりやすい。※
バーナーは茶パットで擦るのは禁止。
⑦リングの部分のシミが取れない場合は、茶パットと研
磨剤で磨き上げる。
⑧つけ置いたゴムパッキンを茶パットで清掃する。

バーナー

リング



概要
IHの場合。

手順
①トッププレートの表面を青パットで清掃する。
②こびりついた汚れはガラススクレーパーで削り取
る。
③残った汚れはステンレスクリーナーで優しく落とす。

ポイント
①角や隅はサッシブラシ又はミニスクレーパーを使
用する。
②薬剤と道具で汚れを浮かした後に、クリーンパット
で水拭き乾拭きを行う。
③薬剤は万能（弱）を使用する。
落ちなければ万能（強）に変えること。
④汚れが酷ければ万能（強）をかけ、マスカーでラッ
プをしてつけ置きをするのも可能。



⑩グリル清掃

概要
キッチンの魚焼きグリルの内部を清掃する。
内部は水洗いできないので薬剤を使用せず、拭き上げのみで
清掃する。※火災の原因・食品への害を考慮

資機材
クリーンパット・ステンレスクリーナー・ガラススク
レーパー・ミニスクレーパー・サッシブラシ

薬剤
万能（弱）

ポイント
ポイント1⃣
①ガラススクレーパーやミニスクレーパーでこびりつ
いた汚れを削り取る。
②ステンレスクリーナーで磨き落とせるところまで落
とす。
ポイント2⃣
コンロのスイッチ周りや表面は万能（弱）を使用して
拭く。



⑪収納下部清掃

概要
収納下部の表面清掃を行う。

資機材
クリーンパット・青パット・エコスポンジ・サッシブラシ

薬剤
万能（弱）

ポイント
①角や隅はサッシブラシ又はミニスクレーパーを使
用する。
②薬剤と道具で汚れを浮かした後に、クリーンパット
で水拭きと乾拭きを行う。
③薬剤は万能（弱）を数回、使用する。
④素材によって道具を使い分ける。
・ツヤのある壁面
⇒クリーンパット（エコスポンジは傷がつく）
・ツヤのない壁面
⇒エコスポンジ



⑫つけ置き部品・分解部品の清掃

概要
つけ置き部品・分解部品を洗浄する。
パーツによって、また素材によって、洗浄の仕方が変わる。分解
した部品（つけ置き前）から洗浄することで、つけ置き時間をでき
る限り長くすることができる。

資機材
ステンレスクリーナー・ガラススクレーパー
・サッシブラシ・ミニスクレーパー・青パット

薬剤
万能（弱）・万能（強）・つけ置き粉末
※つけ置き粉末の使用方法
水1Lに対し10g～100gで使用（汚れに応じて変更）



概要
つけ置きできない物を洗浄する。
アルミ製（バーナーキャップ・グリル皿・グリル扉）等

手順
①万能（弱）を吹きかけ青パットで洗浄する。
②凹凸のある部分はブラシを使用する。
③汚れが落ちにくい場合、ステンレスクリーナーを優しく使用す
る。その際は、傷に注意する。

ポイント
①塗装剥がれがしやすいので要注意。
②長時間のつけ置きは腐食の恐れがありNG。
③薬剤は万能（弱）を使用する。落ちない場合は万能（強）を使用
する。万能（強）は塗装剥がれのリスクがかなり高いため、裏や
端の目立たないところで試してから使用する。
④ステンレスクリーナーを使用する場合は傷に注意する。

概要
つけ置いた物を洗浄する。
（五徳・バナーキャップ・リング・通気口カバー・グリル皿）

手順
①焦げ付きをガラススクレイパーで削り落とす。
②ステンレスクリーナーで洗浄する。
③角や隅はステンレスクリーナーにミニスクレイパーを噛ませて
磨く。
④汚れが落ちきらなければ再度つけ置きをし、その間に他の
パーツを洗浄する。

ポイント
①ガラススクレイパーで削り取ることで容易に汚れを落とすことが
できる。
②汚れがひどい場合は一回で落としきろうとせず、つけ置き⇒洗
浄を繰り返す。
③汚れ自体に傷をつけ、薬剤の浸透力を高める。



⑬調理台清掃

概要
調理台表面を洗浄する。（ステンレス製の場合）

資機材
クリーンパット・エコスポンジ・青パット・サッシブラシ

薬剤
万能（弱）・万能（強）・研磨剤・カルシウム系スケー
ル・ブリーチングスピリッツペースト

手順
①表面についている油汚れを青パットまたはエコス
ポンジと万能（弱）で清掃する。
②研磨剤と青パットで、全体的に磨く。
※凹凸のあるエンボス加工の場合は研磨剤は少量
にして優しく擦ること。
③水垢に対しては、カルシウム系スケールを青パッ
トに塗布して早めに拭き上げる。
④サビにはブリーチングスピリッツペーストを使用す
る。
※あまり擦らない（削らない）ようにする。



概要
調理台表面を洗浄する。
（人工大理石の場合）

資機材
クリーンパット・エコスポンジ・青パット・サッシブラシ

薬剤
万能（弱）・万能（強）・研磨剤・カルシウム系スケー
ル・カビ取り剤

手順
①表面についている油汚れは、青パットとエコスポ
ンジを使用して、万能（弱）で清掃する。
②残った水垢を青パットと少量の研磨剤とカルシウ
ム系スケールで磨き落とす。
③調理台全体はカビ取り剤で10分程のつけ置きし
漂白する。
④その後、しっかり水拭き乾拭きを行う
※必ず水拭きで仕上げること。



⑭カラン清掃

概要
カランの清掃をする。

資機材
青パット・ミニスクレーパー・エコスポンジ
・ステンレスクリーナー・スティックスクレイパー・
カーボンスクレイパー

薬剤
研磨剤・カルシウム系スケール・万能（弱）

手順
①表面についている油汚れを、青パットとエコスポン
ジと万能（弱）で清掃する。
②残った水垢を、青パットと少量の研磨剤とカルシ
ウム系スケールで磨き落とす。
※削る場合は、スティックスクレーパーまたはカーボ
ンスクレーパーを使用する。
③カラン部分に、アルミ箔の素材があるため、研磨
剤の擦りすぎに注意する。
※お湯の使用は禁止する。酸性がお湯の熱で焼け
を起こす可能性があるため。



応用1⃣
①水養生をする。
②水垢にカルシウム系スケールを塗布し反応させ、ス
ティックスクレーパーまたはカーボンスクレーパーで優し
く削る。
③青パットと研磨剤で磨き落とす。
④よく水で洗い流す。
※一度で仕上げようとせず、何度も繰り返し行う。

応用2⃣
①蛇口の先端はミニスクレーパーとステンレスクリー
ナーを使用する。蛇口の先端が外せるものは外して水
アカをミニスクレーパーで削り取り、ステンレスクリー
ナーで磨き落とす。
②蛇口の先端がシャワーヘッドの場合、カルシウム系ス
ケールをかけ、ミニスクレーパーで削り、青パットと少量
の研磨剤で擦り落とす。

★カランの根本に固まった水を落とす。

注意点
カランの根本に固まった水垢は頑固である。カランやシ
ンクはステンレス製が多いので、カルシウム系スケール
は洗剤焼けのリスクが高いため注意する。



⑮排水口

概要
排水口の清掃をする。

資機材
青パット・サッシブラシ・コンデンサーブラシ・エコス
ポンジ

薬剤
万能（弱）・カビ取り剤

ポイント
・分解後、水で汚れを流す。（画像参照）
・カビ取り剤で洗浄する。
・平面は青パット、角と隅はサッシブラシを使用する。
・トラップの奥の排水管はコンデンサーブラシを使用
する。
・フタゴムはエコスポンジを使用する。
・ディスポーザーは分解せずにサッシブラシを使用す
る。
⇒カビ取り剤NG
・ゴミは極力流さず回収し持ち帰る
（ゴム手袋やマスカーに包むとよい）



⑯シンク清掃

概要
シンクの清掃をする。（一番目立つところ）

資機材
青パット・エコスポンジ・シンク磨きパット・クリーン
パット・550マスカー

薬剤
研磨剤・シリカスケール

ポイント
磨き方は2種類あり

①シンク磨きパット2種類を使用した研磨
シンク磨きパットはブロックタイプと、取っ手付きタイ
プの2つがありそれを使用した方法。
⇒平面用とカーブ用で使い分ける

②550マスカーのビニール部分を使用した研磨
10cm程出したマスカーのテープ部分を切り取り、ビ
ニール部分を使用して研磨剤で擦り上げる方法。



手順
①エコスポンジと水で全体の軽い汚れを落とす。
②シンク磨きパットと研磨剤でシンクを擦る。
※550マスカーによるビニール研磨も同様

③磨き終わったら、研磨剤と濡れたクリーンパットで
しっかり洗い流す。
④「②と③」を何度も繰り返す。1セット5分以上
⑤洗い流し、水拭きで水滴を拭き取り、乾拭きで完全
に乾燥させる。
※洗い流してから乾拭きは1分以内で行う。
⑥落ちていなければ「②〜⑤」を繰り返す。
⑦何度やっても落ちない場合、シリカスケールをエコ
スポンジに塗布して優しく擦る。すぐ洗い流し、乾拭き
して仕上げる。

ポイント
①ステンレスの目が横向きなので、目に沿って横向きに擦る。
②力は入れず、しっかり密着させて滑らせるイメージ。
③全体を20〜30回擦っていく。
④まっすぐな面はブロックタイプ、カーブは取っ手付きタイプを使用
する。



⑰全体仕上げ

概要
仕上げ剤で仕上げる。

資機材
クリーンパット

薬剤
仕上げ剤

ポイント
①キッチン全体を仕上げ剤で拭き上げる。
（お客様がよく触る所や棚表面等）
⇒クリーンパットに仕上げ剤を塗布し、乾拭きで拭き
上げる。
※床・ガラス・シンクには使用しないこと。
②しっかり乾拭きをする。
乾拭きをしっかり行わないと拭きムラになることがあ
るので注意すること。



⑱モノ戻し

概要
お客様の私物を元の位置に戻す。

ポイント
①作業前に撮影した写真を確認しながら、お客様の
私物を元の位置に戻す。
②戻す際にできるだけ、私物を軽く拭きながら戻す
こと。
③給湯器の温度を、元の温度に戻したことを確認す
る。高い温度のままだと、お客様が知らずに使用
し、火傷等の怪我をする恐れがあるため、必ず注意
すること。 
④ペールの中に、五徳やキッチンパーツ、お客様の
物が入っていないかも確認する。



⑲床バキューム掛け

概要
床のバキューム掛けを行う。

ポイント
①養生をすべて剥がした後、床にバューム掛けを行
う。薬剤を使っての拭き取り等は不要。
②使わせて頂いた場所はキレイにする。
⇒清掃する際に立ち入った場所、使わせて頂いた
場所は、使用前よりキレイにすることを忘れずに！



⑳動作確認

概要
作業後にも、キッチンに付いている全ての機器の動
作を確認する。

確認すべき項目
レンジフード　⇒　動作・異音 等
ガスコンロ　　⇒　着火/強弱
魚焼きグリル　⇒　着火/強弱
照明　　　　　⇒　ライトON/OFF
傷　　　　　　⇒　キッチン全体の傷

※ガスコンロの点火ロックを解除する。
※点火チェックはセルフチェックで留まらず、お客様
自身でもチェックをしてもらうように促すことが大切。



㉑作業後説明

概要
作業後説明をする。

ポイント
①作業した箇所は、一つずつ丁寧にお客様に説明
する。
②どうしても落ちなかった汚れは、理由を「明確」に
説明する。
③お客様に指摘された落とせそうな汚れは、すぐに
手直しをする。
④簡単な汚れ予防策を説明すると、信頼度UPにつ
ながる。
（具体例）
「シンクは普通のスポンジよりエコスポンジで掃除し
たほうがすごくキレイにはなるが、削る道具なので、
擦り過ぎに注意して下さい」等
※撥水コートの説明も加えること。

注意点
①クレームの多くは「作業前確認」と「作業後説明」
の不足が原因で後日発生する。
②作業担当者とお客様の双方が気になる点を確実
に解消してから、サービスを完了すること。


