
おそうじ革命
サービスマニュアル

レンジフード
クリーニング



クリーニング料金　税込

フード付き：15,400円
作業時間：2.5-3時間

フードなし：9,900円
作業時間：1.5-2時間



作業範囲

【作業範囲内】
・レンジフードカバー
・レンジフード内部
・ドラム（分解）
・シロッコファン
・レンジフードフィルター
・調理台（簡単に）
・シンク（簡単に）
・カラン（簡単に）
・床バキューム

【作業範囲外】※プラスワン
・調理台の上下以外の設置棚　　
・浄水器　　　　　
・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
・クリーンパット（5～10枚）
・550マスカー
・2100マスカー
・マスキングテープ
・養生シート　
・ペール
・パケット
・腰袋道具一式　
・バキューム
・シロッコファンケレン
・脚立
・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)
・厚手のゴム手袋



薬剤

【使用する薬剤一式】

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

［中性洗剤］
・仕上げ剤
・エコ洗剤

［酸性洗剤］
・研磨剤



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・破損箇所）
③モノの移動(作業スペースの確保)
④周辺養生
⑤レンジフード分解
⑥つけ置き（部品分解）
⑦フード本体洗浄
⑧つけ置きした部品の洗浄
⑨ドラム洗浄
⑩シロッコファン洗浄
⑪お客様確認、組み立て、動作確認
⑫使用した場所の清掃
⑬全体の仕上げ/モノ戻し/セルフチェック
⑭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。



・レンジフードの塗装剥がれの説明をする。
（具体例）「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ります。」と説明
をすること。
劣化している塗装は剥がれやすくなっているため、
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
しっかりと伝えておくこと。



②事前確認
（機能動作・破損箇所）

概要
作業前確認を行う。
作業前に、レンジフードやプロペラ換気扇の動作を確
認を行う。10分以上動かして、確認しながら、その間
に作業の準備を行うこと。通常とは異なる音が確認で
きた場合は、お客様にも聞いていただくこと。
また、気になった点は、作業前にお客様に確認する。
フードにコーキングが打たれているかどうかの確認も
行うこと。打たれている場合は、フードを外せない旨
の事前説明をすること。

注意点
換気扇⇒動作（弱・中・強）・異音など
照明⇒ライトON/OFF
傷⇒レンジフード全体
塗装⇒レンジフード全体・フィルター
スイッチ⇒正常かどうか・接触不良の有無

プロペラ換気扇の場合は、シャッターの動作確認





③モノの移動
（作業スペースの確保）

概要
作業進行の妨げになるモノを移動して、以下箇所の
スペースを確保する。
①シンクまわり
⇒パーツ洗いやクリーンパットを濯いだ際に、水はね等が起
こるため。
②レンジフードの真下
⇒作業を行うメイン箇所であり、様々な事故を防ぐため。
③キッチン内の整理整頓
⇒レンジフードとシンク間の移動での作業効率化を図るた
め。また、資機材や外したフードを置くスペースの確保のた
め。

注意点
①ゴム手袋の着用する。

②キッチンの調理台にあるものから移動させる。

③ キッチン内のゴミ箱等は最後に移動させる。

④移動させるモノを床に行いこと。

※無理に移動させないこと。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。

※包丁やまな板を移動させる時は、ゴム手袋を着用し、養生

で包むこと。



④周辺養生

概要
作業範囲以外の養生
①床面
⇒養生シート/2100マスカー
②レンジフードまわり
⇒550マスカー/マスキングテープ
③シンクまわり
⇒550マスカー

手順
①床に養生シートを敷く。

②2100マスカーを貼る。

キッチン下部⇒マスキングテープを貼ってから2100マスカー

を貼る。

養生シート⇒2100マスカーを養生シートに貼る。

③調理台のへりに2100マスカーを貼る。

④ガスコンロに550マスカーを貼る。

※ガスコンロの熱の有無を確認すること。

⑤④の上に、乾いたクリーンパットを二枚敷き、さらに上から

養生する。

⑥レンジフード下部の壁面に550マスカーを貼る。

⑦⑥の継ぎ足しを、550マスカーで行う。

⑧シンクまわりに養生を貼る。



注意点
①油汚れ

壁面など油汚れがついているとマスカーが貼りつか

ないので、テープを貼るところは万能（弱）で油を落と

し、よく乾拭きをしてから貼る。

②養生は下から

養生は必ず下から貼っていくこと。

上から下に養生すると、重なり合う部分から水が内部

に侵入してしまうので、下の養生に対して上の養生が

被るようにする。

③床面に2100マスカーを貼る際

キッチン下部が剥がれる恐れがあるため、マスキング

テープを使用すること。床面に直接貼ることは禁止。

事故事例
上部収納の550マスカーを剥がす際に、表面に貼り

跡が残ったり、傷をつける事故が過去あったことか

ら、貼る際には注意を怠らないこと。無理には貼らな

いこと。

対応策
テープなし養生を壁面に貼る。

IHの場合、力を加える
とガラスプレートが割れ
るため、乗らないこと。



⑤レンジフード分解

概要
内部部品を洗浄・つけ置きするために分解する。

赤◯部分のネジを緩め、
フックを外す。

フード内部を覗き込み、コネク
ターを外し、フードを持ち上げ、
取り外す。

フィルターを取り外し、
赤◯の中のネジを緩め、
ベルマウスを取り外す。

赤◯の中央にあるツマミ
を回し、取り外したらシ
ロッコファンを抜く。

ネジで留まっている
ランプカバーを外す。
※割らないように注意

分解完了！！

　　　　　　注意点
分解方法はレンジフードによって異なる。
①シロッコファンを取り外してつけ置きする。また、フードのネジを外
す際は、落下防止のため、片手でフードを支えながら外すこと。
②シロッコファンを抜く時に、軸からまっすぐ引き抜くこと。軸が曲が
ると、モーターコイルに影響が出て、異音の原因になる。
③コネクターを抜く際に、事前に油を乾拭きする。油がコネクター内
に入ることを防ぐため。



ドラムの外し方
①モーターコネクターを外す。
②フード内の奥にあるビスを4本外す。
③手前上部のビス（1-2本）を外す。
④ドラムを外す。
⑤ビス（4本のビス）を抜き、ドラムからモーターを外
す。

注意点
・ドラム上部の接合部には、落下防止のためのひっか
かり部分があるので、取り外しと取り付け時に注意す
る。
・油で固着している場合がある。
・重いので落下に注意する。
・モーターは拭いたり洗ったりしないこと。



⑥つけ置き（部品分解）

概要
分解したパーツを、つけ置きできるものはつけ置きし
ていく。

方法①：ペールの場合
ペールに水またはお湯をため電熱棒で温め、油汚れつけ置き
粉末を混ぜ薬剤を作り、そこにパーツを浸す。回しながらつけ
置きを行う。
［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。

シロッコファン・ベルマウス・つまみ・ネジ類

方法②：パケットの場合
パケットに水またはお湯をため電熱棒で温め、油汚れつけ置き
粉末を混ぜたとこに浸す。
シロッコファン・つまみ・ネジ類・ドラム・フィルター・ベルマウス

方法③：エコ洗剤とお湯
エコ洗剤を使用する落とし方は、フィルター等の塗装剥がれを
防ぎつつ、油を除去するやり方として有効である。つけ置き用
のお湯を準備してエコ洗剤を適量入れること。

注意点
・つけ置きできるもの
⇒シロッコファン・つまみ・ネジ類・ドラム・フィルター・ベルマウ
ス
・つけ置きできないもの
⇒フードカバー・ランプカバー



概要
レンジフード内部と取り外したフード清掃を行う。

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

薬剤
万能（弱・強）・エコ洗剤

ポイント
①角や隅は、サッシブラシ又はスティックスクレーパーを使
用する。
②洗剤は万能（弱）を使用する。落ちなければ万能（強）に変
えること。
③分厚い汚れはカーボンスクレーパーで削り取る。
④フード表面に油の付着が少ない場合は、温めたクリーン
パットにエコ洗剤を塗布して拭き上げる。
⑤オイルレールはサッシブラシとスティックスクレーパーを使
用し、万能（弱）を吹きかけて、回数をかけて油を除去する。
⑥オイルレールは汚れが多いので、清掃後に触って油残り
を確認する。
⑦フード内部にあるスイッチ背面側は、電気機器になるため
薬剤が入り込まないよう注意する。
⑧スイッチ清掃は、取り付け後に行う。



注意点
①レンジフードまわりの塗装は、調理時の熱によって
劣化がとても早く、薬剤によって塗装剥がれが非常に
起きやすい。
②塗装剥がれについて事前にお客様に説明を行って
おくこと。
③スイッチは内部に薬剤が入るとショートする。

つけ置きしていないパーツについて
つけ置きしていないパーツ（ランプカバー）は、シンク内
で万能（弱・強）で洗う。
ガラスを外して洗える場合は、外して洗うこと。



⑧つけ置きした部品の洗浄

概要
つけ置きしていたパーツを洗浄する。

手順
① ツマミ・ネジ類・ベルマウスを洗浄する。
※後で洗おうとすると洗浄を忘れ、シンクに流してしま
うことがあるため、先に洗浄する。
②ペール内で、シロッコファンを洗浄する。
※シロッコファンケレンを使用して、羽に付着した油を
削る。一度では落ちきらないので、「削る⇔つけ置き」
の工程を2-3回繰り返す。その後、サッシブラシで擦
る。
③フィルターは塗装が剥がれないよう注意しながら、
サッシブラシとお湯で洗浄する。

ポイント
シロッコファンの
羽が錆びていること
が多々あるため、
見極めが大切である。
アルミ製のものが
多いため、ヤケが
生じる可能性がある。



⑨ドラム洗浄

概要
つけ置きしていたドラムを洗浄する。
※怪我防止のために、厚手のゴム手袋を使用した方が
良い。

手順
①パケットからドラムを取り出し、シンクで洗う。
②取り切れない汚れはカーボンスクレーパーかガラスス
クレーパーで削り取る。
③仕上げとしてステンレスクリーナーと万能（強）で擦り
上げる。

注意点
・シンク内で作業する場合、シンクに傷をつけないように
する。そのために、クリーンパットを2枚-3枚多めに敷く
こと。
・ドラム内部の油の量が多い場合は、つけ置き前にカー
ボンスクレーパー等で削り取っておくと良い。
・パケット内で擦り上げる場合は、パケットから薬剤が溢
れてもいいように、テープなし養生を三重に敷く。 



ドラムが分解できない場合
手順
①ガラススクレーパーで平面についている分厚い油を削り取
る。
②取りづらい角の油は、ガラススクレーパーやミニスクレー
パーで削り取る。
③残った油は、ステンレスクリーナーと万能（強）で擦り、ク
リーンパットで拭き取る。

注意点
削り取った油はクリーンパットにつけてしまうと除去が難しい
ため、マスカーに付着させて除去する。

ドラム内部のつけ置き
ドラムの内部に強力油汚れジェルを吹きかけ、青パットで伸
ばしてつけ置く。

注意点
①洗剤の水分で故障する可能性があるため、モーターに洗
剤を吹きかけないように注意する。
②モーターは洗浄しないこと。どんなに油が付着していても、
拭いてしまうと異常が出る恐れがあるので、触らない。
③ダクト部分は清掃範囲外であり、ドラムとダクトの間にある
ダンパーの手前まで清掃すること。無理にやろうとするとダン
パーが外れてしまう
可能性がある。
④ダンパーは基本触らないこと。
ただし、ダンパーに汚れが多い場合
は例外である。その場合、排気に
支障が出るため、お客様に相談する。

ダンパー



⑩シロッコファン洗浄

概要
つけ置きしていたシロッコファンを洗浄する。

手順
①つけ置きしていたペール（パケット）内でサッシブ
ラシを使用してブラッシングをする。
②油が多い場合はシロッコケレンを使用して削り取
る。
③つけ置き時間をできる限り長く取る。
④「①-②」の工程を、15分ごとに行うと、薬剤が油
に反応しやすくなる。
⑤9割以上油の除去ができたら、ペール（パケット）
内から取り出し、シンクで濯ぎながら、ブラッシング
で仕上げる。

注意点
・ペール（パケット）内で、擦り上げている際に、薬
剤が跳ねる恐れがあるので注意する。
・養生に薬剤が溢れた際は、すぐに拭き取る。
・シンク内でシロッコファンを磨く際には、クリーン
パットを2-3枚敷き、傷に注意する。



⑪お客様確認、組み立て、動作確認

組み立て順
①モーターをドラムに取り付ける。
②ドラムをレンジフード内部に取り付ける。
※接合部分にフックがある場合もあるので注意。
③モーターコネクターを取り付ける。
④シロッコファン（ツマミも）を取り付ける。
⑤ベルマウスを取り付ける。
⑥フードを取り付け、コネクターを取り付ける。
⑦動作確認を行う。
⑧照明パーツとフィルターを取り付ける。

概要
洗浄後、組み立て前にお客様に確認をしていただき、
その後、レンジフードを組み立て、動作確認を行う。

注意点
換気扇⇒動作（弱・中・強）・異音など
照明⇒ライトON/OFF
傷⇒レンジフード全体
塗装⇒レンジフード全体・フィルター
スイッチ⇒正常かどうか・接触不良の有無

プロペラ換気扇の場合は、シャッターの動作確認



⑫使用した場所の清掃

概要
使用させていただいたところ（調理台・シンク・カラン・
排水口など）、また、作業範囲外でも、汚してしまった
ところは、必ず使用前よりキレイにする。これを怠った
ためにクレームになったケースもある。しっかりキレイ
にすることで、お客様に喜んでいただける。

手順
①調理台をクリーンパットまたはエコスポンジと万能
（弱）で清掃する。
②排水口を、キッチンの時と同様にカビ取り剤で洗浄
する。
③カランを研磨剤と青パットで清掃する。
④シンクを研磨剤と青パットで清掃する。
※作業時間はおよそ10分



⑬全体仕上げ/モノ戻し/セルフチェック

概要
レンジフードとシンクを仕上げ剤で乾拭きして仕上げ
る。汚れが残っている箇所は、すぐに手直しする。床
面をキレイにし、動かしたモノを最初よりキレイな状態
に戻す。

ポイント
①養生を撤去し、資機材と薬剤を片付ける。
②床をバキュームがけする。
③床を洗剤拭き、水拭き、乾拭きする。
④ゴム手袋を新しくして、移動させたモノを元の位置
に戻す。
⑤戻す際に、移動させたモノが汚れていた場合は、軽
く拭き取る。
⑥戻した後、全体を俯瞰し、全体がキレイかどうか確
認する。
⑦給湯器の温度を変更した場合も、忘れずにもとに
戻す。
⑧ガスコンロの点火を確認する。



⑭作業後説明

概要
作業後説明をする。

ポイント
①お客様自身にレンジフードの動作確認をしていただ
く。その際に、コンロも点火チェックしていただく。（点
火後10秒）
②落ちなかった汚れの説明を行う。
③お客様の汚れの指摘がある場合、すぐに手直しを
行う。
④簡単な予防策を説明する。
（具体例）「フィルターにホームセンター等で売ってい
る使い捨ての繊維のフィルターをつけるといいです
よ。」
⑤シンク、排水口も見ていただく。
⑥「気になる箇所はございますでしょうか？」と改めて
聞く。（エアコンや浴室等、他の作業箇所も含めて）

注意点
※クレームのほとんどは、「サービス前確認」と「作業
後説明」の不足が原因である。過剰と感じるくらいに
確認しておくこと。


