
おそうじ革命
サービスマニュアル

ガラス・サッシ
クリーニング



クリーニング料金　税込

一式：3,850円
2重窓：1,650円追加

作業時間：0.5-1時間



作業範囲

【作業範囲内】
・窓ガラス両面
・サッシ枠全体
・窓枠両面
・カーテンレール
・窓まわりの枠

【作業範囲外】※プラスワン
・網戸1枚　　　　　　　　　　　　　　  1,100円
・雨戸 or シャッター　内側1,650円両面    2,200円
・ガラス外面水垢防止/親水コーティング 11,000円
・網戸張替え1枚　　　　 　　　　　　　 3,850円



資機材と薬剤

【使用する資機材一式】
・クリーンパット青（5～10枚）
・マスカー2100
・ペール
・エコスポンジ
・青パット　
・茶パット
・養生シート
・腰袋道具一式　
・バキューム
・スクイジー
・シャンパー
・ガラススクレーパー
・洗車ブラシ

【使用する薬剤一式】

［アルカリ性洗剤］
・万能（弱）
・カビ取り剤
・カビスポット

［中性洗剤］
・エコ洗剤

［その他］
・シール剥がし



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窓枠/カーテンレール 清掃
⑥サッシ/窓枠/ガラス面 清掃
⑦外側のサッシ/窓枠/ガラス面 清掃
⑧手直しとモノ戻し
⑨作業後説明
※網戸清掃（取り外し）



①サービス前確認事項

・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。

・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。

・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。

・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。



・カビについて理解度を深める。
カビに対しての説明を行うこと。
（具体例）「カビは繁殖する際に周りに色をつけてし
まいます。カビ菌自体は除去できますが、シミになっ
ていると落としきれない可能性がありますので、ご了
承のほど、よろしくお願い致します。」

汚れとシミは別物である。
汚れは落とすことできるが、シミは漂白しても落ちな
い可能性があることを、事前に伝えておくことも大切
である。

・ガラス面について理解度を深める。
ガラス面の傷は事前説明を行うこと。
（具体例）「お客様、恐れ入りますが、こちらの傷をご
一緒にご確認いただけますでしょうか？以前、何か
ぶつけられましたか？」
事前にお客様と傷等を確認しておくことで、事故ク
レームを避けることができる。



②事前確認
（機能動作・破損箇所）

概要
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。

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やエ
ラーが発生した時に、責任を負うことになるため。
破損も同様。

確認すべき項目
①窓がスムーズに動くか
②枠やガラスに傷がないか



③モノの移動
（作業スペースの確保）

概要
作業スペースの確保
作業の妨げになるモノを移動してスペースを確保
する。
写真撮影と許可
元に戻せるように、お客様の許可を得た上で写真
を撮る。

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。

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。
カーテンは養生をして作業する。
⇒濡れてしまったり汚してしまう可能性があるので
550マスカーを窓枠に貼り、カーテンを包み、養生
する。



④周辺養生

概要
室内床の養生を行う。
室内床に薬剤や水滴が垂れても良いように、2100
マスカーを窓枠下部に貼る。

手順
①床に糸付き養生シートを敷く。
②窓枠にマスカー2100をUの字型に貼る。

注意点
貼る位置に注意する。
①マスカーのテープは窓枠に貼ること。
②塗装面や木材に貼ると剥がれてしまう恐れがある
ので注意すること。

床への浸水注意

窓の基本工程（詳細は次ページから）
養生⇒バキューム⇒内側の窓枠⇒外側の窓枠⇒外側ガラス
⇒内側ガラス⇒サッシ⇒外側ガラスのチェック



⑤窓枠/カーテンレール 清掃

概要
窓枠とカーテンレールの清掃をする。

資機材
バキューム・クリーンパット・エコスポンジ・サッシブラシ

薬剤
万能（弱）

手順
①バキュームがけを行う。（カーテンレール・すべての
窓枠・サッシ）
②レール上部はクリーンパットと万能（弱）を使用する。
それでも取れない汚れは、エコスポンジと万能（弱）で
擦り、水拭き乾拭きを行う。
③カーテンレールランナーはサッシブラシと万能(弱)を
使用する。カーテンレールランナーはまとめて、万能
（弱）を吹きかけサッシブラシで清掃する。
④作業後、カーテンレールランナーは左右どちらかに
まとめておく。
⑤カビがある場合は、事前にカビ取り剤を塗布する。
アルミ部分に液垂れがある場合は、すぐに拭き取る。
10分以上の放置は禁止する。



⑥サッシ/窓枠/ガラス面 清掃

手順
【サッシ】
①汚れたクリーンパットをゆすぐため、ペールに5Lの水
を入れておく。
②サッシ部分をサッシブラシとエコ洗剤または万能（弱）
で洗浄し、拭き取る
③「②」の工程を何度も繰り返す。
④窓を反対側に寄せ、同様の作業をする。
⑤窓の重なり合う中心はスティックスクレーパーで掃除
する。または、エコ洗剤を吹きかけて、汚れを飛ばす。
※仕上がり不足でクレームになりやすい箇所のため、
注意深く行うこと。

資機材
サッシブラシ・エコスポンジ・クリーンパット・スクイジー・
シャンパー・スティックスクレーパー

薬剤
万能（弱）・カビ取り剤・エコ洗剤

概要
室内側からサッシ、窓枠、ガラスの順で清掃する。外側
から清掃すると、汚れた道具で室内を洗浄する事になっ
てしまうので、室内側から清掃する。



手順
【窓枠・内外】
⑥窓枠表面を洗浄する。
窓枠表面はエコスポンジと万能（弱）、凹凸部分はサッ
シブラシで洗浄する。
⑦パッキンを洗浄する。
パッキン部分はサッシブラシと万能（弱）で洗浄する。
カビがひどければ、サッシブラシ又はエコスポンジとカ
ビ取り剤で洗浄する。
⑧窓枠全体をキリで洗い流す。

【ガラス・内側】
⑨ガラス面をシャンパーで洗う。
ガラス面をクリーンパットと水で拭き掃除する。ヤニ汚
れなどあれば万能（弱）を使用する。
⑩スクイジーで水を切る。

※カビ取りについて
パッキンのカビが取り切れてなければカビスポットを
吹きかけてつけ置きする。窓枠に垂れた洗剤は洗剤
ヤケになりやすいので、必ず拭き取る。



概要
外側のサッシ、窓枠、ガラスの清掃を行う。

資機材
サッシブラシ・エコスポンジ・クリーンパット

薬剤
万能（弱）

手順
①窓枠をエコ洗剤で拭き上げる。
②シャンパーでガラス面を洗う。
③スクイジーで水を切る。
④シャンパーを洗い直し、2-3を2回行う。
⑤乾拭きで簡易的に仕上げる。
※最終チェックがあるので、その際に最終的な仕
上げを行うこと。

外側ガラスの最終チェック
※乾拭きで最終拭き上げを行うが、綺麗な場合
は、目視で確認して終了する。　　

⑦外側の
サッシ/窓枠/ガラス面 清掃



ポイント
①上と左のパッキンの水気を、クリーンパットで拭き

取る。※右利きの場合である。

②スクイジーは、ゴム全体をパッキンにつけた状態

から始める

③多少ゴムをしならせる程度に力を加える。

④濡れたゴムは、クリーンパットで拭き取りながら使

用する。

⑤スクイジーの約3分の1は、水気の取れた面に重

ねて使用する。

⑥スクイジーの濡れていない側を、進行方向に傾

けて使用する。

⑦やり直す場合は、必ずもう一度濡らしてから行

う。

⑧最後に右と下のパッキンの水気を固く絞った水拭

きで取り、乾拭きでパッキン全体を拭き取る。

T T T

T



⑧手直しとモノ戻し

手直し概要
手直しを行う。

ポイント
①完全に乾燥したあと、窓全体をチェックする。
②サッシを手直しする。サッシや窓枠に水滴跡や汚れ
が残っていれば、エコスポンジとクリーンパットで手直
しする。
③ガラスを手直しする。ガラス面は正面からの目線・斜
め下からの目線でチェックし水滴跡や汚れがないか確
認し、乾いたクリーンパットで手直しする。

モノ戻し概要
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。



⑨作業後説明

概要
作業後説明を行う。

ポイント  

・落ちなかった場合、その理由を説明する。
・指摘された箇所はすぐに手直しをする。
・自分でもできるような清掃方法を伝える。これが、コ
ミュニケーションの種になる。
（具体例）雑巾で乾拭きをしてから、くしゃくしゃにした
新聞紙で水拭き乾拭きすると、簡単にキレイに出来
ますよ！
・窓は汚れやすいため、定期清掃を勧める。
※作業後説明をしないと、後日クレームになる可能
性がある。



※網戸清掃（取り外し）

概要
網戸を取り外す。
（プラスワン/空室清掃の場合は作業範囲内）

ポイント
取り外し方は網戸によって異なる。基本的には網
戸上部の外れ止めを緩めて、網戸本体を上に持ち
上げて取り外す。



概要
取り外した網戸を清掃する。

手順
①室内側からバキュームで、念入りに吸う。
⇒目安時間は10分程度とする。
②室外側からバキュームで、吸う。
⇒目安時間は5分程度とする。
③取り外す。横倒しにし、寝かせないこと。
④ペールに水とエコ洗剤、万能（弱）を準備しておく。
⑤網戸をシャワーですすぐ。
⑥網戸の枠を洗浄する。
⑦洗車ブラシを使用し、網を洗う。
⑧片面が終わったら、反対側の片面も洗う。
⇒前後左右反対面と全く逆にして行う。
⑨シャワーでゆっくりすすぐ。
⑩横置きで乾燥させる。
⇒風等で倒れないように注意する。


