
おそうじ革命
サービスマニュアル

トイレ
クリーニング



クリーニング料金　税込

トイレ：8,250円
作業時間：1-1.5時間



作業範囲

【作業範囲内】
・天井
・壁面
・窓（内側のみ）＆サッシ
・収納表面（内部）
・入り口扉両面
・トイレユニット全体
・換気扇カバー＆フィルター
・照明カバー
・手すりやタオル掛け
・床
・手洗い場
・ウォシュレット
・ペーパーホルダー
・給水管
・扉
・コンセント

【作業範囲外】※プラスワン
・換気扇内部　                                                  3,850円　
・トイレタンク内部                                           3,850円　
・便器内水垢防止（親水）コーティング           5,500円
・便器内水垢防止+菌分解除去コーティング　15,950円



資機材

【使用する資機材一式】
・青パット　
・茶パット
・エコスポンジ
・スティックスクレーパー
・クリーンパット赤（5-10枚）
・550マスカー
・テープ無しマスカー
・ペール
・腰袋道具一式　
・バキューム
・仕上げ用ダイヤパット
・トイレットペーパー
・脚立と踏み台



薬剤

【使用する薬剤一式】

［アルカリ性洗剤］
・万能（弱）
・カビ取り剤

［中性洗剤］
・エコ洗剤
・仕上げ剤

［酸性洗剤］
・カルシウム系スケール
・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便器内側の薬剤つけ置き
⑥トイレの天井/壁面ホコリ落とし
⑦電気カバー/換気扇カバー清掃
⑧窓内側、その他建具清掃
⑨手洗い場
⑩タンク表面
⑪便座/蓋清掃
⑫ウォシュレット清掃
⑬便器内側/外側
⑭床清掃
⑮全体の仕上げ
⑯モノ戻し/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。



②事前確認
（機能動作・破損箇所）

概要
動作確認（機器）
⇒作業前に、洗面所に付けられている全ての機器の
動作を確認する。
作業前確認
⇒気になった点は、作業前にお客様に確認する。

注意点
換気扇⇒動作（弱・中・強）・異音など
照明⇒ライトON/OFF
傷⇒洗面所全体
ウォシュレット⇒動作確認

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。



④周辺養生

概要
便器周りに養生をする。

手順
①全体のバキューム掛けを行う。
②便器下部の左側面に550マスカーを貼る。
③便器下部の右側面に550マスカーを貼る。
④便器正面の「①②」の上に550マスカーを貼る。
※床に直接貼らないこと。
⑤資機材を置く所に養生を準備しておく。

注意点
便器洗浄中は、薬剤が床面に落ちやすいため、注意す
ること。便器内の汚れが強い場合は、クリーンパットも
床面に敷いておく。



⑤便器内側の薬剤つけ置き

概要
便座内部の尿石に、カルシウム系スケールを使用し、
つけ置きをする。

手順
①便器内部のつけ置き
尿石をミニスクレーパーで大まかに削り、トイレットペー
パーを尿石の上に敷き、カルシウム系スケールを染み
込ませてつけ置きをする。
②便器内部の水抜き
尿石が多い場合、クリーンパットを使い、便器内の水を
奥に押し込み水抜きをする。最初にミニスクレーパー
で少しだけでも尿石を削ると良い。
③便器内部のつけ置きは、長ければ長いほど効果的
ではあるが、30分に一度新たにカルシウム系スケール
を塗布するとさらに尿石を溶かしやすい。
④ウォシュレット部分にも先にカルシウム系スケールを
塗布しておく。

注意点
つけ置き中は水を流せないため、事前にお客様の許
可を得て、洗面所などでペールに水を汲んでおくと、効
率的に作業ができる。尿石をミニスクレイパーで削るさ
いには便器内（陶器）を傷つけないよう注意する。



⑥トイレの天井/壁面ホコリ落とし

概要
トイレの天井～壁面全てのホコリをクリーンパットで水拭
き、乾拭きする。

ポイント
ホコリが多い場合は事前に壁面のバキュームがけを行
う。※壁用ノズルを使用する。
壁面に汚れがある場合、薬剤をクリーンパットに塗布し
拭き上げる。その後、水拭きと乾拭きを行う。
ヤニや油⇒万能（弱）
すすや粉塵等⇒エコ洗剤
カビ⇒カビ取り剤（消臭効果も期待できる）

壁面には尿汚れが多く付着している場合がある。手入
れの方法として、カビ取り剤をクリーンパットに塗布し拭
き上げる。汚れが強い場合、エコスポンジを使用して擦
り上げてから拭き上げる。

床用ノズル 壁用ノズル 

 



⑦電気カバー/換気扇カバー清掃

概要
清掃は高いところから低いところに向かって行うこ
と。

手順
①換気扇カバーは万能（弱）で洗い、その後に乾拭き
する。
②照明カバーも万能（弱）で洗い、その後に乾拭きす
る。
③汚れが強ければ万能（弱）で数回洗う。

注意点
照明カバーはとにかく割れやすい。
熱を持っている部分に、冷水をかけると、温度差で割
れることもあるので、その場合は、少し時間を置いて
からキレイにすること。 



⑧窓内側/その他建具清掃

概要
窓の内側と建具を清掃する。
※窓の外側/網戸は不要。（窓内側、入り口扉、スイッ
チパネル、タオル掛け、その他収納 等）

資機材
クリーンパット・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した後、クリーンパットで水
拭き乾拭きを行う。
③汚れがほとんどなければ、クリーンパットで仕上げ剤
拭きし乾拭きを行うと時短できる。     
④汚れている場合は万能（弱）で汚れ落としするが、仕
上げ剤は一番最後にまとめてやれば良い。        
⑤建具にホコリの付着が多ければ、バキュームがけを
行い拭き上げる。
⑥ドアノブは手垢が付いていたり、汚れていることが多
いため、エコ洗剤を使用し拭き上げる。



⑨手洗い場

概要
手洗い場・蛇口の清掃をする。　
（プラスチック製の場合）

資機材
青パット・ミニスクレーパー・スティックスクレーパー

薬剤
研磨剤・カルシウム系スケール

手順
①蛇口に固まった水垢があればミニスクレーパーやス
ティックスクレーパーで削り落とす。
②手洗い場にカルシウム系スケールを塗布し、少量の
研磨剤をつけ、泡立てた青パットで、手洗い場と蛇口
を優しく擦る。



概要
手洗い場・蛇口の清掃をする。　
（陶器製の場合）

資機材
エコスポンジ・茶パット・青パット・ミニスクレーパー・ス
ティックスクレーパー

薬剤
研磨剤・カルシウム系スケール

手順
①蛇口に固まった水垢があれば、ミニスクレーパー
やスティックスクレーパーで削り落とす。
②アルミメッキの蛇口は、エコスポンジか青パットと
研磨剤で磨く。
③陶器の手洗い場は、茶パットとカルシウム系ス
ケールで磨く。
④陶器の手洗い場は、仕上げ用ダイヤパットで磨く。
※仕上げ用ダイヤパットとカルシウム系スケールの
同時使用は、ダイヤパットが溶けてしまうのでNG

注意点
つけ置き中は水を流せないので、クリーンパットの水
拭きで拭き取る。



⑩タンク表面

概要
タンク表面を清掃する。　

手順
タンク表面をエコスポンジで擦り、水拭き乾拭きを行
う。

ポイント
①落ちづらい場合は万能（弱）を使用する。
②タンク内部は対象外である。



ウォシュレットと便座の種類



⑪便座/蓋清掃

概要
便座/蓋を清掃する。　

手順
①蓋は外せるものは外して清掃する。
②蓋は万能（弱）とクリーンパットで清掃する。
③便座表面は、クリーンパットまたは青パットと万能
（弱）で清掃する。
④便座裏は、クリーンパットまたは青パットとカビ取り
剤で清掃する。

注意点
便座裏の緩衝材（ゴム）の変色は、落としきれないこと
が多い。

ポイント
・角や隅は必ずサッシブラシかスティックスクレーパー
を使用する。
・特に便座のつけ根などにホコリが残りやすい。
・色々な角度から見て汚れ残りを確認すること。



⑫ウォシュレット清掃

概要
ウォシュレットを清掃する。　

手順
①ノズルを出し、先端などに固まった水垢はミニスク
レーパーやスティックスクレーパーで削り取り、青パット
と少量の研磨剤とカルシウム系スケールで擦り落と
す。
②ノズル清掃後、「本体外しボタン」を押して便座本体
を（引くか持ち上げるで）便器から外す。
③本体裏側とベースプレートは、万能（弱）とクリーン
パットで清掃。細かいところは、サッシブラシ・ミニスク
レーパーで清掃する。
④本体裏側の固まった水垢は、ミニスクレーパーやス
ティックスクレーパーで削り取る。中々取れない場合は
カルシウム系スケールをかけ、茶パットで傷つかない
ように、優しく擦る。



ポイント
※ノズルの出し方
・リモコンにある「ノズル掃除」のボタンを押す。
・ノズル掃除のボタンがない場合、プラグを抜き、もう一
度プラグを入れると初期起動でノズルが出てくるので、
出てきたところでプラグを抜く。
※△ボタン/☆ボタン
タイプによっては、△ボタンを◯秒押してから☆ボタンを
押すようなコマンドになっているものもある。型番で検索
し、取扱説明書をみて判断する。    
・ノズルが出てこないタイプのものは、引っ張り出して清
掃する。
・ノズルが2-3本あるタイプもある。

注意点
・ウォシュレット一体型はノズルのみ清掃する。リモコン
に「本体上下」ボタンがある場合は、本体が上昇して清
掃できることがある。
・ウォシュレットを外して清掃した場合、グラつきが出て

しまうことがあるので、注意する。



⑬便器内側/外側

概要
便器内側（陶器製の場合）の清掃をする。

手順
①つけ置きで使用したトイレットペーパーを流す。
②茶パットでしっかり磨く。
③落ちが悪い場合はカルシウム系スケールをかけ、研
磨剤をつけて磨くことも可能である。 

概要
便器内側（セラミック製の場合）の清掃をする。

手順
①つけ置きで使用したトイレットペーパーを流す。
②少量の研磨剤をつけ泡立てた青パットで擦る。
③落ちが悪い場合はカルシウム系スケールを追加して
擦る。 



ポイント
・便器の内側は目視で最終確認すること。
・手鏡を用意してチェックするのも良い。 

概要
便器外側の清掃をする。

手順
①万能（弱）とエコスポンジで擦る。
②よく乾拭きをして仕上げる。
③手でしっかり触って落ちているか確認する。



⑭床清掃と全体仕上げ

床清掃の概要
床の清掃を行う。

手順
①養生を剥がす。
②バキュームがけを行う。
③便器と床の隙間をサッシブラシで清掃する。
④水拭きと乾拭きを行う。
※汚れていれば、青パットとエコ洗剤を使用する。

全体仕上げの概要
建具、便座、フタ、レバー、収納表面などを仕上げ剤で
乾拭き仕上げする。

ポイント
陶器の場合（手洗い場・便器内）

⇒ダイヤパットでしっかり擦り、仕上げ剤で乾拭きし、仕

上げる。

素材がプラスチックの場合

⇒仕上げ剤で乾拭きし、仕上げる。



⑮モノ戻し/運転確認/作業後説明

概要
お客様の私物を元に戻す。

ポイント
・私物についている埃などを拭く。埃が多い場合は、
バキューム掛けを行い、元に戻す。
・トイレットペーパーは三角折り（ファイヤーホール
ド）にする。
・換気扇・照明・ウォシュレットなどの運転確認をす
る。
・お客様に清掃後の確認をしていただく。
・落ちなかった汚れは明確に理由を説明する。
・清掃後、お客様に指摘された場合は速やかに適
切な対応する。


