
おそうじ革命
サービスマニュアル

浴室清掃



クリーニング料金　税込

浴室：15,400円
作業時間：2.5-3.5時間



作業範囲

【作業範囲内】
・天井　　　　　　　　　・換気扇フィルター
・壁面　　　　　　　　　・換気扇カバー
・窓（内側のみ）　　　　・照明カバー
・浴室扉（両面）　　　　・手すりやタオル掛け
・カラン（蛇口）　　　　・鏡
・シャワーホース　　　　・シャンプー台
・浴槽　　　　　　　　　・シャワーヘッド
・床　　　　　　　　　　・排水口（分解）
・フタ（購入物込み）　　・ゴム栓
・椅子（購入物込み）　　・ランドリーパイプ
・オケ（購入物込み）　　・給湯器具

【作業範囲外】※プラスワン
・ブラインド　　金額決める　　　　　　　
・エプロン内部　3,080円
・換気扇内部　3,850円
・水垢防止コーティング鏡のみ　7,700円
・シャワー室　11,000円
・乾燥機能付き換気扇　11,000円
・浴室（便器付きor洗面ボウル）　18,700円
・水垢防止+菌分解除去コーティング　23,650円
・浴室追い焚き配管除菌洗浄　18,700円



資機材

【使用する資機材一式】
・青パット
・エコスポンジ
・スティックスクレーパー
・カーボンスクレーパー　
・ペール
・クリーンパット（5～10枚）
・マスカー550
・養生シート
・腰袋道具一式
・バキューム
・鏡用ダイヤパット
・仕上げ用ダイヤパット
・吸水クロス
・スクイジー
・ステンレスブラシ
・ナイロンブラシ
・浴室エンボス用ブラシ
・バスブーツ
・浴室用パット台（黄色）
・Keskinコンパクトスプレー



薬剤

【使用する薬剤一式】

［アルカリ性洗剤］
・万能（弱）
・浴室石鹸カス
・カビ取り剤
・カビスポット

［中性洗剤］
・仕上げ剤
・エコ洗剤

［酸性洗剤］
・研磨剤
・カルシウム系スケール
・シリカスケール

［他］
・親水コート
・Keskin
・ブリーチングスピリッツペースト



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周辺養生
④モノの移動（作業スペース確保）
⑤浴室内全体の水養生
⑥壁面浴槽洗浄
⑦扉まわり
⑧パーツ洗い
⑨蛇口まわり
⑩天井洗浄
⑪床面洗浄（排水口込）
⑫鏡
⑬カビ落とし
⑭全体拭き上げ、乾燥、手直し
⑮仕上げ、モノ戻し
⑯運転確認、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。

・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。

・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。



・カラリ床とほっカラリ床に関して
原則、中性洗剤（エコ洗剤）で洗う。ただし、シリカ
スケールも使用は可能である。
カルシウム系スケールやカビ取り剤等の酸性系と
アルカリ系の薬剤の使用は不可である。
⇒コーティングが薬剤に反応して溶けるため。
そのため、石鹸カスとカルキが落としきれない旨を
事前にお客様に伝えること。

・鏡に関して
鏡の傷は事前に確認すること。傷があった場合
は、お客様に事前に伝えておくこと。

・カビに関して
カビがある場合は次のような説明を事前にしてお
く。
（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、変色し
ていると落としきれない可能性がありますので、ご
了承の程お願い致します。」
汚れと変色は別物である。汚れは落とすことができ
るが、ゴムパッキンの変色は漂白しても落ちない可
能性があることを、事前に伝えておくのがポイント。



・エプロン内部のプラスワン営業に関して
エプロン内部は、プラスワンでも獲得しやすい一つ
のため、次のようにトークを行うこと。（具体例）「エ
プロン内部ってご覧になったことはございます
か？」見たことない人が多いため、実際に外して見
せること。見てもらえれば当日追加で作業できる可
能性が増え、当日の単価UPにも繋がる。

・鏡がコーティングされている注意点
浴室の鏡に、曇り止めコーティングやフィルムがあ
る場合、研磨するとコーティングが傷ついて曇って
しまう可能性がある。そのため、水垢を落としきれ
ない可能性があり、その際は必ず、事前説明をす
ること。

⇒確認方法
①お客様にたずねる。
②鏡に注意書きのシールがあるか確認する。
③鏡の端にフィルムの段差があるか確認する。



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、作業範囲などしっかりとお客様と
確認する。

なぜ必要なのか？
責任を明確にするため
事前確認が足りないと、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
換気扇　⇒　動作・異音など 　 
照明　　⇒　ライトON/OFF 　  
傷　　　⇒　浴室全体の傷
扉　　　⇒　閉がスムーズかどうか　



③周辺養生

概要
浴室外（洗面所）の養生を行う。浴室清掃中の水跳
ねで浴室外を汚さないように、マスカー550で養生
をする。

なぜ必要なのか？
扉周りを清掃するときに、洗面所側に水が漏れる
と、お客様の私物を濡らしたり、ワックスを剥がす
恐れがあるため。

手順
①床に糸入り養生シートを敷く。
②扉枠にマスカー550のテープをU字に貼る。
※二重養生し、大きく広めに取ること。
③クリーンパットを浴室扉の手前に2-3枚敷く。

注意点
塗装面に関して
①塗装が剥がれる可能性があるため、テープは金
属またはプラスチック部分に貼ること。
②貼る面に汚れがある場合は除去した後に乾拭き
する。少しでも濡れているとマスカーが取れやすくな
る。



④モノの移動
（作業スペースの確保）

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。

・衛生面に配慮する
清掃道具と洗体タオル等がくっつかないように、衛生面に配慮
する。

・照明カバーは外さない
洗浄後すぐ戻すため、照明カバーは外さない。

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。

概要
作業スペースの確保
浴室内にある作業の妨げになるモノを移動して、スペースを確
保する。
作業範囲内のイス/オケ/フタも外に出す。

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。



⑤浴室内全体の水養生

概要
浴室全体に水をかけ、養生の代わりとする。

なぜ必要なのか？
対象面に薬剤が付着した際に、ヤケの現象を起こ
しにくくする事故防止のため。

ポイント
・お湯よりも水がいい。
・天井にはかけない。
・浴室扉の外側もかけておく。
・扉枠も少量かけておく。



⑥壁面浴槽洗浄

概要
浴室の壁面浴槽洗浄を行う。（カルキ以外）

資機材
青パット・エコスポンジ・サッシブラシ・クリーンパット・ペール

薬剤
浴室石鹸カス・エコ洗剤

作業工程
①体洗い場の壁面
②正面（鏡側）の壁面
③すすぎ
④浴槽側の3面壁面後、すすぐ
⑤浴槽全体洗浄後、すすぐ
⑥汚れが多い箇所に薬剤を塗布し、つけ置き

ポイント
・洗い場から洗う上記の工程順に円を描くように洗う。効率よく
作業ができ、洗い忘れを防止することができる。
・事故防止、メンタル面からも、いきなり完璧に仕上げようとし
ないこと。
・壁面を洗いながら、全体の汚れの強いところを確認しておくこ
と。



作業手順パターン1⃣
浴室石鹸カス（薬剤）を青パットに塗布して、対象面
を撫でるように擦る。
※作業工程箇所すべてに上記を行う。

作業手順パターン2⃣
光沢のある壁面等は、ペールに100ml-200mlの浴
室石鹸カス（薬剤）を入れて、クリーンパット青で擦り
上げる。
※浴室壁面上部の汚れがあまりきつくない場合は、
水で1:1に希釈して使用しても可能。

補足①：新品の青パットを使用した際に、光沢のある
壁面に傷がついた事例がある。そのため、2⃣を推奨す
る。

補足②：浴室全体の壁面洗浄は、およそ20分で行う
と良い。浴室清掃は体力勝負なところもあり、長時間
になりやすい。そのため、初動で広く洗い、全体的な
汚れの確認を行うことが大切である。



建具（素材の種類）と洗浄方法
・艶のある樹脂の場合
⇒クリーンパットで洗浄

・艶のないFRPの場合
⇒青パットで洗浄

・タイルの場合
⇒青パット＆少量の研磨剤で洗浄

・樹脂系タイルの場合
⇒青パットで洗浄

・シャワーホース・排水栓（ゴム製）
⇒青パットで洗浄

・浴室扉の枠
⇒エコスポンジで優しく洗浄

・浴室扉のアクリル板
⇒浴室エンボス用ブラシ、またはナイロンブラシで優しく洗浄

・浴槽
⇒青パットで洗浄

・ステンレス浴槽
⇒エコスポンジで洗浄

・角や隅
⇒サッシブラシとスティックスクレーパーで洗浄

注意点
①艶がある鏡面の壁に新品の青パットを使用すると。
傷がつくことがため。
②洗剤は直接かけ禁止。
③擦る時は下から上方向へ動かす。⇒ヤケ防止



概要
・浴室内の石鹸カスを除去する。
・薬剤はﾒｲﾝで浴室石鹸カスを使用して溶けにくければ
カルシウム系スケールを使用する。

汚れと洗浄
・石鹸カスを落とす。
一番上に蓄積している石鹸カスを先に落とす。石鹸カ
スは元々は石鹸のため、お湯で柔らかくすることがで
きる。その後、浴室石鹸カス洗剤で除去する。
※石鹸カス汚れには二種類あり、
①皮脂汚れと混じった浴室石鹸カス
⇒薬剤：浴室石鹸カス
②カルキと混じった浴室石鹸カス
⇒薬剤：カルシウム系スケール

・洗剤ヤケを防ぐには。
洗剤ヤケを防ぐには、水をかけて冷やすこと。

・分厚い石鹸カスを落とすには。
分厚い石鹸カスは、カーボンスクレーパーで削り取って
から洗浄する。

浴室石鹸カスの落とし方



概要
浴室全体の水垢の落とし方
浴室内の扉や浴槽のフチ、シャワーヘッド等に付いて
いる固まった水垢を除去する。

手順
①固まった水垢を取る。
水をかけながら、ミニスクレーパーまたはカーボンスク
レーパーとスティックスクレーパーで水垢の表面を削
る。
②残った水垢を取る。
ある程度削れたらカルシウム系スケールをかけスク
レーパー、ブラシ類、または青パットで擦る。

注意点
①カルシウム系スケールは金属ヤケを非常に起こしや
すいため金属に付着したらすぐに洗い流す。
②スクレーパーは必ず刃を対象面に対して平行に当て
る。
③塗装された箇所は、劣化していることがあるので、薬
剤のつけ置き時間は5分以内とすること。
④塗装された箇所をスクレーパー系で削る場合は、塗
装剥がれに注意する。

スケール例

シャワーヘッド 浴室扉の一部 浴槽フチ

水垢（カルキ）の落とし方



①蛇口
ミニスクレーパーまたはスティックスクレーパーでカルキ
の塊を削った後、カルシウム系スケールを塗布し、サッシ
ブラシで擦る。これを2-3回行う。口の先端の水が出てくる
部分は、目で見たり、触ったりすることで確認しながら作
業すること。

②シャワーヘッド
シャワーヘッドの水の出てくる部分は、ミニスクレーパー
またはカーボンスクレーパーでカルキの塊を削った後、カ
ルシウム系スケールを塗布し、サッシブラシで擦る。これ
を2-3回行う。全体はエコスポンジを使用して優しく擦り上
げる。

③扉まわり
カーボンスクレーパーまたはスティックスクレーパーでカ
ルキの塊を削った後、カルシウム系スケールを塗布し、
サッシブラシで擦る。その後、エコスポンジで擦る。

④浴槽ふち
カーボンスクレーパーで優しく削り、カルシウム系スケー
ルを塗布し、青パットで擦る。これを何度か行う。

⑤タオルかけ
カーボンスクレーパーで削って、カルシウム系スケールを
塗布し、青パットで擦る。これを2-3回行う。



概要
壁面の水垢の落とし方
壁面に残っている水垢を除去する。

手順
①壁面の水垢を取る。青パットにカルシウム系ス
ケールをつけて、壁面を擦る。
②残った水垢を取る。落ちなければ、青パットに少量
の研磨剤と水分を含ませ、泡立てて研磨力を十分に
落として、カルシウム系スケールをつけて擦る。最後
にしっかりと洗い流す。
③それでも落ちない水垢を落とすには、シリカスケー
ルを塗布し、浴室用エンボスブラシの硬い面で擦る。

注意点
①艶がある壁面に研磨剤は使用しない。
②艶がある壁面は新品の青パットだと傷つくことがあ
る。
③薬剤は青パットにつけて擦ること。
④擦る時は下から上に向かって擦ること。
（薬剤の垂れ跡焼けを防ぐため。）



⑦扉まわり

概要
扉の外枠とスイッチパネルを清掃する。

手順
①浴室扉の外枠部分、スイッチパネル関係をクリー
ンパットで水拭き清掃する。
②汚れ具合によってはエコスポンジや浴室石鹸カス
を使用する。油やヤニの汚れが多い場合は、万能
（弱）を使用する。
③カーボンスクレーパーまたはスティックスクレー
パーでカルキの塊を削った後、カルシウム系スケー
ルを塗布して、サッシブラシで擦り、扉下部にあるカ
ルキを除去する。これを2-3回行う。
④浴室扉（扉枠にもある場合がある）の通気口清掃
は、スティックスクレーパーを使用して、大きな埃の塊
等を除去し、カルキ等がある場合は、カルシウム系
スケールを塗布し、スティックスクレーパーで削る。

注意点
①浴室扉の外枠上部は掃除し忘れが多いので注意す
る。この箇所にはホコリが多いことがある。
②薬剤は直接かけないこと。
③浴室三枚扉の場合は、外して洗浄すること。



⑧パーツ洗い

概要
分解して効率よく洗浄する。分解洗浄することで、接地
面も洗浄できる。

パーツと洗浄方法
・照明カバー 
資機材：青パット/クリーンパット
薬剤：浴室石鹸カス                    
※洗浄後、すぐに乾拭きし元に戻すこと。

・換気扇カバーとフィルター
資機材：青パット/サッシブラシ/スティックスクレーパー
薬剤：万能（弱）/カビ取剤

・小物入れ
資機材：青パット/カーボンスクレーパー/スティックスクレーパー
薬剤：浴室石鹸カス/カルシウム系スケール/研磨剤
※素材によっては傷つきやすいため、注意して擦ること。

・給湯部カバー
資機材：青パット/サッシブラシ
薬剤：カルシウム系スケール

・ランドリーパイプ
資機材：エコスポンジ
※サビが多い場合、ブリーチングスピリッツペースト

【補足】事故防止の観点から、照明カバー以外は洗浄後、浴室の外
に出して置くこと。



⑨蛇口まわり

概要
蛇口まわりの汚れを除去する。

ポイント
薬剤やけに注意する。水垢汚れだが、酸性洗剤は金
属に対して薬剤やけを起こしやすいので、注意する。
また、ハンドル部分はアルミメッキのため、研磨剤は
不可。

資機材
青パット・エコスポンジ・スティックスクレーパー・ミニ
スクレーパー・サッシブラシ

薬剤
浴室石鹸カス・カルシウム系スケール・研磨剤

手順
①蛇口全体を浴室石鹸カスと青パットを使用し洗浄
する。
②金属部分を青パットと研磨剤で研磨する。
（カラン、手すり、タオル掛け等も同様）
③ハンドル部分はエコスポンジで磨き上げる。
④蛇口背面の給水口（ジャック部分）のカルキはミニ
スクレーパーとスティックスクレーパーで削り、カルシ
ウム系スケールを塗布し、サッシブラシで反応を促
す。



シャンプー台の洗浄方法
①浴室石鹸カスを使用して、青パットで擦る。この工
程を念入りに行い、可能な限り、この方法のみで終わ
らせる。
※石鹸カスの塊が多い場合は、カーボンスクレー
パーで傷がつかないように優しく削り取ってから上記
の方法で洗浄する。
②シャンプー台の裏面の汚れも同様の方法で洗浄す
る。
※カビに関しては、後々でカビ取りを行う。
★石鹸カスの量が多く、残っていることが多いので、
目視のみならず、手触りでも確認する。爪で擦り、白
いものが反射しなければ除去できていると考えるこ
と。

消えやすい
マークのカラン 拡大画像

消えないマーク
（レーザーマーク）

裏側の見落とし注意



⑩天井洗浄

概要
天井をカビ取り剤で清掃する。

手順
①クリーンパットにカビ取り剤を塗布し、拭き上げる。
②次に水拭きで拭き上げる。
※汚れが強い場合には、エコスポンジを使用して、
優しく擦り上げる。
※できるだけ、浴槽のふちには立たず、踏み台を使
用すること。

ポイント
①天井の汚れは軽い水垢とカビ汚れ。
②水垢はエコスポンジの研磨力で落とす。
③カビはカビ取り剤の力で落とす。
※ゴムパッキンの黒カビは、カビ取り剤でつけ置きす
る。



⑪床面洗浄（排水口込）

概要
排水口と床を清掃する。

手順
①排水口を清掃する。
分解してカビ取り剤、サッシブラシ、青パットで清掃す
る。浴室石鹸カスを使用して汚れを落とす場合もある。
浴槽内の排水口も忘れないよう注意する。

②床を清掃する。
浴室石鹸カス＆ステンレスブラシで目地に沿って全体
を擦る。（縦・横など）水で洗い流しながらステンレスブ
ラシで残っている汚れをこすり落とす。材質によって
は、青パットと研磨剤で汚れを落とす時もある。

※床がカラリ床の場合
中性洗剤（エコ洗剤）での洗浄のみにすること。ただ
し、シリカスケールの使用は可能。



⑫鏡

概要
鏡の水垢（カルキ）を研磨剤で磨き落とす。事前にカ
ルシウム系スケールで5分程度のつけ置きを一度か
ら二度行っておく。

作業手順パターン1⃣
①鏡の留め具周りの水垢をガラススクレーパーで削り
取る。
②鏡表面を下から横に、青パットと研磨剤で力強く擦
る。泡が立ちすぎたら研磨剤を追加する。
③スクイジーで水気を切る。水垢が残っていれば再度
擦る。
④仕上げは、一度で全体を仕上げるのでなく小範囲を
確実に仕上げる。水垢が無くなるとキュッキュと青パッ
ト越しに音が鳴るようになる。

作業手順パターン2⃣
①シャワーで少量の水をかけながら、浴室用ダイヤ
パットで鏡の下から横に磨く。
②全体的に磨いたら、スクイジーで水を切り、新ダイヤ
パットで再度擦り、水で流す。
③②を3回程行った後、スクイジーでしっかり水を切り、
浴室用ダイヤパットでさらに擦る。



注意点
・フィルムが付いている場合は、青パットと少量の研磨
剤（泡立てる）で擦る。
・フィルムが剥がれると曇り、仕上がりが悪くなってしま
う。
・コーティングが塗布されている場合、コーティングも取
れる。（新築やリフォーム後の浴室の鏡はコーティング
されている場合が多い。）そのため、カルシウム系ス
ケールと青パットを使用して優しく擦ること。

ポイント
鏡の水垢（カルキ）を落とす。
鏡の水垢（カルキ）は落とすのが大変であり、下記の順
番で対応すること。

①青パット　　　　＋　研磨剤
②手袋　　　　　　＋　研磨剤
③浴室用ダイヤパット　＋　水

順番を守らないと傷がつく恐れがあるので順番を守るこ
と。また、鏡にシリカスケールは使用NG。
鏡の表面が溶けてしまうため。 



⑬カビ落とし

概要
浴室全体のカビを除去する。カビ取り剤で漂白するこ
とにより輝きが増す。

手順
①サッシブラシとカビ取り剤を使用してパッキンなどに
残ったカビを除去する。       
②壁面全体に青パットやクリーンパットでカビ取り剤
を塗り、仕上げていく。

ポイント
①カビ取り剤、またはカビスポットでの１回のつけ置き
は10分以内とする。
②上記工程を3回行うこと。
③浴槽内の漂白効果もある。



カビスポットのつけ置き

概要
残っているカビ汚れにカビスポットを吹きかけ、落ちな
かったカビを落とす。

ポイント
時間内にカビを取り切れない場合
カビスポットを落ちていない部分に吹きかけ、お客様
に『長時間つけおけば取れる可能性があります。か
けて帰るので入浴の前に水で洗い流してください』と
伝えるという方法もある。シミに対しては漂白時間を
長く取るという対処しかない。

注意点
増粘剤が沈殿するため、カビスポット使用時は使用
前によく振ること。浴室内にある大理石には塩素系洗
剤は禁止、表面の特殊コーティングが溶ける場合が
あるため。

カビスポットとカビ取り剤の違い
カビスポット
ジェル状のカビ取り剤。対象面への付着時間が長い
ことが特徴である。
カビ取り剤
液体状のカビ取り剤。メインとして使用する。



⑭全体拭き上げ、乾燥、手直し

概要
全体をしっかりすすぎ、スクイジー・吸水クロス・クリー
ンパットで拭き上げる。

手順
①カビスポット等でつけ置きしている箇所を全て洗
い流し、浴室全体の水気をスクイジーで切り、残っ
た水滴を吸水クロスで拭き取る。
②浴室乾燥機能を使用する。
③乾拭きを行う。
④床も乾拭きで拭き上げ完全に乾燥させる。

注意点
①クリーンパットは吸水量が少ない。そのため、吸
水クロスを使用すること。
②金属類は水気が残ったまま乾くと、水垢が付いて
いるように見えて見栄えが悪くなる。
③拭き上げ中に汚れを見つけても必ず一旦全体を
拭き上げること。まずは残っている汚れを全部浮か
すこと。



⑮仕上げ、モノ戻し

概要
乾燥して浮いてきた汚れを、できるだけ水を使わずに
手直し作業でキレイにしていく。ここに時間をかけるこ
と。

手順
①手直し作業
完全に乾燥したら手直し作業をする。濡れているとわからなかった
汚れが浮いてくるので、全体をくまなくチェックすること。

②浮いている汚れに注意する
・下から覗き込んだ目線で見た箇所
⇒カランの裏側、シャンプー台の裏側）
・鏡の水垢　
・壁の水垢　
・浴槽のふちの水垢
⇒素手で触ってザラつきを確認する）

注意点
①手直しでは全体を濡らす事なく、ピンポイントで作業する。
②排水口は特にゴミや髪の毛が残りやすいため、必ず最終確認を
すること。
③ここで汚れを見つける能力が一番大事！手直し上手は掃除上
手！
④手直しで妥協をしないこと。「ここまでやったからいいか」は危険！



概要
仕上げ剤でより輝きを出す。また、物を戻す際にもお
客様に魅せるポイントがある。おそうじのプロはキレイ
を魅せなければならない。

手順
①仕上げ剤を塗布する。床、浴槽内、鏡、ガラス以外
のところにクリーンパットで塗布する。
②お客様に確認していただく。
③お客様の私物を清掃する。お客様の私物は、クリー
ンパットなどで軽い汚れを除去しながら戻すこと。
④最初と同じ位置に戻す。ただし、最初より見た目を
キレイに！ラベルは正面に向ける等、ディスプレイす
る。

ポイント
・シャワーは一番低いところに置く。
・ランドリーパイプは元の位置に戻す。
・カランの蛇口は90度か180度角度に揃える。
・浴槽の栓は閉める。
・モノ戻し後、資機材と薬剤の片付けを行う。



⑯運転確認、作業後説明

概要
作業後に運転確認を行う。

手順
①再度ゴミなどが落ちていないか確認。
②お客様に仕上がりを確認していただく。
③どうしても落ちなかった汚れは、「なぜ落ちなかった
か」を明確に説明する。
④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。
⑤清潔な状態を維持するためのアドバイスを行う。

注意点
①クレームのほとんどは、「サービス前確認」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、サービスを完了すること。
③資機材や薬剤の片付けは、お客様の確認後に行うこ
と。



補足資料

浴室乾燥機付き換気扇

ガス製品/三乾王は作業NG

エプロン内部


