
おそうじ革命
サービスマニュアル

エアコン
クリーニング



クリーニング料金　税込

一般：9,980円
作業時間：1.5時間

各種機能付き：18,700円
作業時間：2.5時間



作業範囲

【作業範囲内】
・エアコン本体
・カバー／部品
・フィルター（網）
・リモコン
・コンセントプラグとコード
・お借りした洗い場（簡単に）
　※浴室なら浴室床面と排水溝の掃除。
　※ベランダなら埃などをしっかり流す。

【作業範囲外】※プラスワン
・防カビ抗菌コート　　　2,750円
・室外機　　　　　　　　3,300円
・室外機大型　　　　　　9,900円

【他エアコン】
・壁埋め込み式　　　　　　　　　 14,300円
・壁掛け大型（横幅１m以上）　　  14,300円
・住居/家庭用エアコン　　　　　　20,900円
・オフィス/店舗/施設用エアコン　   26,400円
・小型置き型エアコン　　　　　　 14,300円
・大型置き型エアコン　　　　　　 26,400円



資機材

【使用する資機材一式】
・エアコン用高圧洗浄機
・クリーンパット（5～10枚）
・壁掛け用ホッパー
・糸付き養生シート
・マスカー（550mm・2100mm）
・テープなしマスカー
・マスキングテープ
・養生テープ
・脚立（室内のみ脚立用靴下）
・ペール×2個以上　（水汲み＆汚水受け）
・バキューム
・バスブーツ（カバー洗浄時）
・腰袋道具一式
・ドレンホースクリーナー



薬剤

【使用する薬剤一式】

［中性洗剤］
・エコ洗剤（本体洗浄用・メイン使用）
・仕上げ剤（カバー、リモコン仕上げ用）
・防カビ抗菌コート（カビ抑制用コーティング）
※カビ取り剤は熱交換器の洗浄には絶対に使用しな
いこと！劣化を進めることがある。

［アルカリ性洗剤］
・万能弱(ヤニor油などの強い汚れ用）
・カビ取り剤(カバー洗い用）



大まかな作業の流れ

①エアコン作業承諾書の説明
②サービス前確認事項
③事前確認（機能動作・破損箇所）
④モノの移動（作業スペース確保）
⑤周辺養生
⑥分解
⑦本体養生
⑧本体に洗剤つけ置き
⑨エアコン用高圧洗浄機準備
⑩カバー/フィルター/部品洗浄
⑪本体洗浄
⑫本体の養生剥がし
⑬組み立て
⑭動作確認
⑮内部乾燥
⑯仕上げ＆片付け
⑰作業エリア床清掃
⑱作業後説明



①エアコン作業承諾書の説明



概要
承諾書にサインをいただく。
10年以上経過したエアコンは、故障リスクが高いの
で、承諾書を使いトラブルを回避する。必ず内容を全
て把握すること。

確認項目
・読み合わせした事実と承諾のサインが必須。
・赤字部分を読み合わせし、他の部分は確認していた
だく。
・清掃後、不具合が生じた場合、承諾書のサインが無
ければ、実費負担の可能性がある。

承諾書を貰わなかった事故例
製造から10年以上経っているエアコンが、洗浄後動
かなくなってしまった。本来なら保証対象外だが、承
諾書にサインをいただいておらず、お客様が『新品と
交換しろ』とおっしゃって引き下がらないので、「保険
対応での全額補填はほぼ不可」となり実費で交換せ
ざるを得なくなった。
※損害賠償保険は「直す保険」



②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。



・ご依頼が初めての場合は以下を確認する
以下の理由で分解しにくいことがある。
①爪が固い。
②本体とカバーの上部ジョイント部に水色のテープが
貼ってある。　
※反対に、他社による清掃経験がある場合はネジがナ
メっていたり、ネジがなかったり、プラスチック部分にヒビ
があったりするので、その際はお客様に報告すること。

・洗い場をお借りする
分解した部品を洗うのに、浴室やベランダ、または外の
スペースをお借りすることを尋ねる。
（蛇口と排水があるところ）
外でも、植物がある場合は不可で、使い終わったらキレ
イにすること。
※お借りする優先順位：浴室→ベランダ→室外

・過去に室外機清掃の依頼の有無を尋ねる。
室外機の清掃をご依頼されたことはございますか？オ
プションで、30分くらいでできますよ。と尋ね、あえて金
額ではなく時間を伝えること。少しでも気になった方は
金額をお尋ねになる。

・洗浄機で使用するコンセントをお借りする。
洗浄機を使うので、このコンセントの差し込み口をお借
りしても良いですか？と尋ねる。コンセントが近くになけ
れば延長コードを用意する。
※ブレーカーが落ちる可能性があるため、タコ足コンセ
ントを電源としてお借りするのはNG。



③事前確認
（機能動作・破損箇所）

概要
作業前の時点で、エアコンの全ての機能が正常に動
いているか確認する。
何か気がかりな点があれば、この段階でお客様に確
認する。
※破損変色が最初から見受けられたら、その不具合
箇所の写真をお客様の承諾を得て撮影する。

確認事項
・冷暖房（冷たい風、暖かい風が出るか）
※季節に合わせ「夏は冷房/冬は暖房」から確認
・縦横の風向（手動・自動・スイングなど）
・風の強さ（強・弱）
・フィルターお掃除機能
・外装や内部の部品（割れ・ヒビ・変色など）
・リモコンの受信音
・運転ランプの点灯
・異常音があるかどうか
（ファンの送風音またはドレンホースの逆流音）
★音！稼働！点灯！は確認必須！



④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。
寝室の場合、エアコンの下にベッドがある場合も多
い。
動かせない場合は、ベッドに養生をして、ベッドの
上に乗る許可をいただき作業する。

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。



⑤周辺養生
概要
本体洗浄中の水跳ねで壁や天井を汚さないように、ビ
ニール養生で保護する。

養生の基本
・養生の基本は下から上へと養生する。
・下の養生に対して、上の養生が被るように。
・出来る限り一枚で覆う。継ぎ接ぎが多い養生は、継ぎ
目から水が侵入して汚損に繋がる。また、壁や家具は
テープなしマスカーを使い、マスキングテープか養生
テープで部分的にとめる。

なぜ必要か？
安心感を与えるため。
高圧洗浄で飛び散る洗浄水や汚水で、周辺を汚さない
ようにする必要がある。
周辺養生をキレイにすることで、「そこまで気を使ってく
れるのか」と思っていただけて、安心感を与えることが
できる。

床の養生
・糸付き養生シート
床は洗浄水や汚水をこぼしたりして汚れやすいため、ま
た脚立の足や道具の落下でキズをつけやすい場所な
ので、ビニールより丈夫な糸付きを使う。



壁の養生 

・エアコン真下の壁は2100マスカーを使う。
貼る前に、壁の埃をクリーンパットで除去する。
マスカーのテープは粘着力が強く壁紙を剥がしてしまう
ことがあるので、粘着力の弱いマスキングテープを貼っ
て、その上にマスカーを貼る。

注意点 

※クロスがマスキングテープでも剥がれる可能性有り。
そのため、マスキングでも見えないところでの剥がれテ
ストを推奨します！クロス剥がれが起こり、重大な事故
事例が多発していますので注意して下さい。
※テスト結果でクロスが剥がれたら、壁養生は静電気で
張り付けるだけの対処に変更して下さい。



⑥分解

概要 

エアコンを分解する。

手順 

①コンセントを抜く。
※コンセントが無い、または隠れている場合はブレー
カーを落とす。
②前面パネルを上げ、左右の爪を外しながらパネルを
外す。
③フィルターを外す。



④ルーバーを外す。

※まず中心を外す。破損事故が多いので注意。

※ルーバー全体をたゆませながら左右をゆっくり外す。

折れやすいので注意。

※赤い点のところにネジがあることが多い。

⑤本体カバーを外す。



⑦上部の左右と中央に

ツメがあるので、爪を抑えな

がらカバーを上に引っ張りつ

つ、手前に引く。

※製品としてネジは見栄えが悪いので、見えにくいとこ
ろにあったり、ネジカバーなどで隠されていることが多
い。

⑥ツメを外す。



下部のツメは見えないので、下から押しながらカ

バーを手前に引く。

機種によっては、「PUSH」

と書いている。その際は、

下から上に押すと本体まる

ごと外れてしまうことがあるので、吹き出し口の本

体部分を抑えながら下から押す。

本体

カバー 下から上に押す

上から下に抑える

力ずくで外すのではなく、ツメの形状を観察して、

どのように「力」を加えれば外れるかを考える。



⑧爪とネジを外したら、カバーを真っすぐ引き抜いて分

解完了。

 

 

 

 

 

※ここで埃がついていたら、全体的にバキュームがけを

行う。

なぜ必要か？
①洗浄しやすい状態にする。

エアコンクリーニングを依頼する理由で一番多い悪臭の

原因は、熱交換器とファンと吹き出し口にある。隅々ま

でしっかり洗浄するには、弊害となる部品をできる限り

外して、洗浄しやすい状態にする。

②事故防止のため。

分解せずに洗浄するとカバー内部の見えない部分から

水が伝って基盤をショートさせてしまうから。



⑦本体養生

概要
周辺に水を飛び散らさず、下に置くペールに汚水が入る

ように養生する。

手順

①基板など電送部分に、テープなしマスカーを覆いか

ぶせる。

※熱交換器側からプラスチックスクレーパーを使い、隙

間に埋め込んでいく。



ビニール養生の詰め込み

方は、熱交換器側⇒上部

⇒外側⇒下部。

※1枚で足りない場合はもう

一枚使って補強する。

※モーターの穴を

養生テープで塞ぎ

ついでに基板のビニー

ル養生を固定する。

②550マスカーでエアコン全体を覆う。

※テープ部分を貼り付けながら時計回りで。

※リモコン受信部分の下部は、養生後に穴を空
けて水がたまるのを防いで下さい！

受信部 



※上部などテープが貼り付きにくい部分は、「養生テー

プ」で補強する。

※穴は養生テープで埋める。



③ホッパーを装着する。

※ゴムをエアコン上部の両角にしっかりかける。



一周させたマスカーを、天井にマスキングテープで留め

る。※見栄えよくピーン！と張ること。

ホッパーをエアコンと壁の隙間に入れ込む。



※ホッパーが落ちてくる場合はミニスクレーパーを突っ
込み固定する。



※天井の素材に注意。

マスキングテープの低粘着力でも表面が剥がれる可能

性があるので、怪しい場合は天井に貼らない。

木目プリントされた天井は確実に剥げる。



⑧本体に洗剤つけ置き

概要
汚れをより分解するために一定時間（10分以上）エコ洗

剤をつけ置きする。

手順
①エコ洗剤を、熱交換器（アルミフィン）、ファン、吹き出

し口周辺にエコ洗剤を噴霧する。

②汚れがひどい部分はブラシを使って軽くブラッシング

する。熱交換器はサッシブラシ、吹き出し口まわりはコ

ンデンサーブラシを使用する。

③飲食店等、油汚れが酷い場合は万能弱を使う。万能

はアルカリ性のため、洗剤分が非常に残りやすいので、

通常の倍の水で濯ぐ。

④つけ置いた状態のまま、次の工程に移る。 
※本体の洗浄で「カビ取り剤」は原則使用しない。

なぜ必要なのか？
高圧洗浄を効率的におこなうために、エコ洗剤で出来る

かぎり汚れを浮き上がらせるため。



⑨エアコン用高圧洗浄機準備

チェックポイント
効率的に作業が進められる場所にエアコン用高圧

洗浄機をセッティングする。

手順
①エアコン用高圧洗浄機をセットする。

②一現場でエアコンが複数台ある場合は、エアコン

がある場所の中間にセットする。

③場所を決めたら、水漏れ防止のため養生シートま

たはテープなしマスカーを、3重になるように折りた

たんで敷く。

④エアコン用高圧洗浄機の近くには、クリーンパット

を2枚ほど用意しておく。

⑤次に水漏れ防止のために洗浄機の蓋を裏返して

置く。



⑦その上にコンプレッサーを置く。

⑥裏返した蓋の上に騒音防止のためクリーンパットを敷
く。

⑧洗浄機ボックスに水を7割くらいまで溜める。



⑨透明の余水ホースを奥まで差し込み、半透明の吸

水ホースをねじ込む。

⑩青い給水ホースをコンプレッサーにねじ込み、逆の

先端にノズルをねじ込む。

⑪余水ホースと吸水ホースの先端を、水を溜めたBOX
内に入れる。



⑫赤い圧力調整キャップが「始動」になっているか確認

後、スイッチを入れて「中から高」の間に合わせる。

⑬最後にコンセントをさす。

動いて振動している状態で各部を再度ねじ込み、テスト

始動させて水漏れがないかを確認する。

ノズルから水が出るかどうかを確認すること。

注意点
給水ホースに圧がかからない場合

運転確認中に余水ホースから空気の泡が出てこず、給

水ホースに圧がかからない場合は、給水ホースを取り

外し、取付口内部にある弁を細い道具でつつき再度吸

水ホースを取り付けると直る場合が多い。

高圧洗浄機が吸水しない場合
①給水の中のピンを押し込み、水で濡らす。

②コンプレッサーを水が溜まっているバケツよりも下部

に設置し、一度噴霧してみる。



⑩カバー/フィルター/部品洗浄

概要
分解したパネルやカバーやフィルターを洗浄する。

手順 

①ベランダや浴室、外など排水のあるスペースを確保

する。

②洗浄機またはシャワーをかけてホコリを流す。

※ 洗浄機で洗う場合はスプレーヤーの先端を回して霧

状で洗浄する。

※洗浄機を使わない場合は、青パット又はサッシブラシ

を使う。 
③フィルターを裏側から洗浄する。

④洗浄後は乾拭きする。

⑤排水口のゴミは事前にとっておく。



⑪本体洗浄

概要
エコ洗剤と洗浄機で洗浄する。順番は以下の通り。

熱交換器表面⇒ドレンパン⇒ファン⇒ファン周辺

手順
①再度、全体にエコ洗剤をかける。

②洗浄機の圧を中から高の真ん中に合わせる。

③ノズルの先端を回してジェットにする。

④熱交換器表面から1～2cm離して洗浄する。

熱交換器　（上から断面）

※熱交換器の奥を洗浄するために、まっすぐジェット

をあてることも必要である。左右はアルミフィンの側

面を洗うのに必要である。



AB

⑥A→Bの順番で洗浄する

※お客様が作業をご覧になっている場合、半分ず

つ洗浄することでビフォーアフターが分かりやすく、

アピールになる。

⑤熱交換器表面の右半分を以下のようにジェットを

あてていく。ジェットの向きをまっすぐと左右にして、3
セット洗いを行う。



⑦熱交換器洗浄中、ドレンホースの先端から洗浄水が

流れ出ているか確認する。排出されず、ドレンパンから

洗浄水が溢れてくる場合は、ドレンホースクリーナーで

詰まりを解消する。

⑧壁の穴を辿ってドレンホースの先端を探す。



⑩次にドレンパンと熱交換器表面の一番下の段を霧で

洗浄。

⑨次にノズル先端を締め、霧噴射にしてラムダ部分（熱

交換の後ろ側）を洗浄する。

 ↓熱交換器一番下の段

 ↑熱交換器一番下の段

⑪ドレンホースが左右のどちらに付いているか確認し

て、水が流れていく方向に向かって斜めにドレンパンを

洗浄する。サッシブラシやスティックスクレーパーを使用

して、念入りに洗う。匂いの原因はドレンパンの中にあ

る。

※ジェットでやると、周辺に飛び散り基板が濡れる原因

になるので、霧でゆっくり洗浄する。

※ラムダ部分は洗浄中水漏れが起きやすいので、霧で

やさしく洗浄。一回5秒ほどを3度以上にわけて洗う。背

面のドレンパンはとても小さいので、洗浄水が溢れやす

いので注意する。



 

 

⑬吹き出し口周辺をジェットで洗浄し、落ち切れない汚

れはコンデンサーブラシやスティックスクレーパーで擦り

落とす。

⑫右半分、左半部に分けて送風ファンを洗浄する。ファ
ンに高圧洗浄機の噴射を当てるとファンが勢いよく周り
故障の原因となるので注意する。手で押さえ少しずつ回
転させながら洗浄すること。
※ミニスクレーパーやドライバーで押さない
⇒ファンの破損事故が多発しています！



⑭ドレンパンの裏側の部分の汚れは直接水を当てづ

らいので、クリーンパットで擦った後に霧で流す。流し

た後は指で触り落ちているか確認する。

⑮ここまで終われば、再度同じ順番で熱交換器から濯
ぎ洗浄をして完了。

 

 

注意点
①汚水が透明になるまで洗浄する。
最低でも汚水ペール2杯分（約15L）は洗浄し、汚水が
透明になるまで洗浄する。
②水受け部分を高圧洗浄する。
洗浄後はホッパーをキレイに保つため、ホースやホー
スのジョイント部分、水受け部分を高圧洗浄で軽く洗
い流す。
③汚水はお客様に確認してもらう。
ただし、お客様自身が「見たくない」と拒否反応を示し
たら無理には勧めない。

⑯最後にドレンホースクリーナーで、ドレンホースの水
抜きをする。（詰まりが100％ないことを確認。）



⑫本体の養生剥がし

概要
全ての洗浄が終わったら、本体養生を剥がす。

手順
①550マスカーとテープなしマスカーを取り除く。

一周させたマスカーを剥ぎ、基板部分の養生を取り除

く。

②エアコン本体をしっかり拭き取る。

③ホッパーを外す。

注意点
基板やモーター部分に、養生についた水がかからない

ように慎重に剥がす。

基盤養生は上部奥から手前に剥がすと良い。



⑬組み立て

概要
エアコンを組み立てる。

手順
①外した逆の順番で取り付けていく。

②作業前に撮影した写真は必ず確認する。

③取り付け時、はまりが悪い等の違和感がある場合

は、本体とパーツをよく観察すること。

④力で無理にはめようとしないこと。

⑤取り付けたらネジを締める。

（分解工程の逆で、ツメがしっかりはまることを確認しな

がら取り付けネジを締める。）

注意点
①少しでもズレた状態で組み立てを進めると、水漏れや

異音の原因になるので注意。

②見えない部分は指先の触覚を頼りに、はまっているこ

とを確認する。

③すべて取り付けた後に、色々な角度から目視して、隙

間やズレがないか確認する。



⑭動作確認

概要
冷房⇒風向/風量⇒停止⇒冷房

の順に動作確認を行う。

※夏場は冷房、冬場は暖房で確認する

注意点
最初はファンから水が出るため、550マスカーをエ

アコン下部から前面パネルに伸ばし、水受けを作

る。

※必ず一回は停止をさせ、ルーバーがしっかり閉

まるかを確認する。

※事前確認で行った確認動作は、全て確認を行い

丁寧に確認する。



⑮内部乾燥

概要
夏場の暖房は故障の原因になってしまうため、送風

運転で2時間以上乾燥することをお客様におすすめ

する。※内部を乾燥させずに放置すると、次のつけ

はじめに湿気の臭いが一気に出てクレームの原因

になる。お客様にも暖房または送風をつけておくこと

は伝える。

気温が高く熱中症のおそれがある場合は、乾燥より

お客様の健康を優先し、冷房運転にて作業を完了

する。



⑯仕上げ＆片付け

概要
クリーンパットと万能（弱）を使い汚れ残りや組み立

て時の手垢をキレイにする。

※ゴム手袋必須/リモコンの拭きすぎに注意

エアコン表面

電源コード

コンセント差し込み口

リモコン 下から見た吹き出し口まわり



概要
高圧洗浄機やその他使用したものを片づける。

手順
①給水ホースのノズルを外し、BOXに給水ホースの

先端を入れる。

②BOXの中の吸水ホースと余水ホースの先端を持

ち上げスイッチを入れる。そうすることで、水は吸い

上げずに、ホースの中の残った水を排出することが

できる。そして、ある程度水が出なくなったらスイッチ

を切る。

③ホースを全て取り外し、残りの水をタンクに出しな

がら綺麗に巻き取る。ホースを巻き取る時は必ず片

方をBOXの中に入れたままにする。ホースは乾拭

きで拭き取りながら巻くこと。

③タンクに残った水を流す。タンクの水は綺麗な水

なので浴室や洗面などに流しても問題はない。

④タンクの水気を完全に拭き取りホースなどをしま

う。タンクやホースが濡れた状態でしまうと臭くなっ

てしまう。少しでも湿気があるとホース全体が湿って

次のお客様の現場で使用する時に乾拭きしなけれ

ばいけなくなる。



⑰作業エリア床清掃

概要
作業エリアの清掃を行う。

手順
①エアコン周辺を清掃する。
・動かしたお客様のモノを元に戻す。
・床のバキューム掛け、またはクリーンパットで水拭
きを行う。
②浴室を借りた場合は、排水口をカビ取り剤とサッ
シブラシでキレイにする。
※カバー洗浄後、洗浄機で排水口を高圧洗浄して
もよい。
※サービスで蛇口を研磨剤と青パット、サッシブラシ
でキレイにすると、満足度がアップし次に繋がりや
すい。
③ベランダや外を借りた場合は、よく水で流し、汚れ
た部分は水を流しながらサッシブラシでブラッシング
する。
④エアコン洗浄時にドレンホースから出た箇所を確
認し、ゴミがあれば拾い、特にベランダは水をしっか
り流す。



⑱作業後説明
概要
作業後説明と運転確認を行う。
手順
①道具やエアコン用高圧洗浄機を片付ける前に、お客
様にしっかり確認していただく。
②匂い残りを指摘されたら、やり直しを行う。
③目に見える落ちなかったカビについては、しっかり洗
浄した旨を伝える。
④作業後2-3時間は水滴が垂れる可能性があることを
伝える。（エアコン下に敷物を置いて帰る。）
⑤内部クリーン機能があるなら使用を勧める。
※内部クリーンにはエアコン内を乾燥させカビの増殖を
抑える機能がある。防カビ抗菌コートがご依頼になけ
れば提案をする。また、汚れに油が多かった場合、レン
ジフードのお掃除を提案する。

注意点
①クレームの多くは「サービス前確認」「作業後説明」の

不足である。

②作業担当者とお客様の双方が気になる点を確実に

解消してサービス完了する。

③作業後の、エアコン本体をお客様自身でもしっかり確

認していただくこと。


