
空室清掃　一般家庭　全て税込表示

内容 25㎡未満一律料金 25㎡以上 戸建料金 徹底清掃作業箇所 内容 追加・オプション作業内容 価格

徹底清掃 ¥24,750 ¥1,045（㎡単価） 2階建て　追加料金 ¥5,500

浴室（1箇所）

全域洗浄 エプロン内部清掃 ¥3,080

簡易清掃 ¥13,750 ¥550（㎡単価） 3階建て　追加料金 ¥11,000
各ユニット

鏡 親水コーティング ¥6,160

家まるごと清掃パック ¥90,750 ¥3,630（㎡単価） 4階建て　追加料金 ¥16,500 水垢防止＋菌分解除去コーティング
浴室全体Keskin（天井・壁・床・扉内側）親水（鏡）

¥18,920

除菌消臭オプション
徹底・簡易料金共通

¥13,750 ¥550（㎡単価） 徹底清掃パック・簡易清掃パック　ご注文限定オプション

全域洗浄

換気扇内部（一般タイプ）分解清掃 ¥3,080

作業内容：全域除菌プロ散布
各排水口（浴室・洗面所・トイレ・キッチン）乾燥・蒸発防止剤注入

乾燥機能付換気扇内部　分解清掃 ¥8,800

浴室追い焚き配管除菌洗浄 ¥14,960

簡易清掃　作業箇所 内容 浴室＋浴室追い焚き配管除菌洗浄 ¥24,000

キッチン／浴室／トイレ／洗面所／床・フロアー／
レンジフード表面エアコン表面／クローゼット

水拭き乾拭き＋掃除機
桶、蓋、椅子

（風呂の蓋は1つ/桶と椅子は2つまで）
¥3,080

窓ガラス・ベランダ・アルコープ（ポーチ） 掃除機掛け

洗面所（1箇所）

各ユニット 洗面ボウル 親水コーティング ¥4,400

基本的に綺麗な状態のお部屋で実施するサービスになります。
拭き清掃と掃除機がけのみになりますので、汚れを薬品などで除去するようなサービスではありません。
一度空き部屋清掃を実施している物件で、空室期間が長く、湿気やホコリが気になる方、おすすめです。

棚表面 換気扇内部（一般タイプ） ¥3,080

棚内部 洗濯機分解洗浄 定価20％OFF

上記共通事項

トイレ
（1室につき1箇所）

各ユニット 便器内コーティング ¥4,400

ウォークインクローゼット・シューズインクローゼット・納戸　→　延床面積の見積に含んでご案内
ロフト・屋根裏部屋追加料金（1㎡あたり）　→　延床面積の見積に含んでご案内

メゾネットタイプ追加料金　→　2階建て料金加算（＋5,500円）でご案内

天井壁面ホコリ除去 換気扇内部（一般タイプ） ¥3,080

床・建具 タンク内部清掃 ¥3,080

全域洗浄 小便器（トイレ内に大便器がある場合） ¥4,400

徹底清掃作業箇所 内容 追加・オプション作業内容 価格

窓ガラス（上限無し）
ガラス・サッシ

網戸洗浄＋拭上

シャッター・雨戸（内側のみ）1枚 ¥1,320

キッチン（1箇所）

全域洗浄

シンク内簡易撥水コーティング ¥3,080 シャッター・雨戸（両面）1枚 ¥1,760

オーブンレンジ内部清掃 ¥8,800 2重窓 窓枠1箇所につき ¥1,650

冷蔵庫表面＋内部（中身無し） ¥7,920 はめ殺し窓 ¥2,750

食洗機内部清掃 ¥6,160 網戸張替 ¥3,080

換気扇表面 レンジフード内部　分解洗浄 ¥12,320 窓ガラス外面　親水コーティング ¥8,800

レンジフード
プロペラ換気扇（1箇所）

表面清掃＋フィルター洗浄

プロペラ換気扇内部　分解洗浄 ¥7,920

壁・天井
ホコリ除去

全体洗浄や全体拭掃除作業不可
別途料金にて張替可能

部分洗浄 時間制定額20％OFF

シャンデリアなどの特殊照明 時間制定額20％OFF 壁紙彩色1枚塗り　※定価にて提供 ¥770/㎡～

リビングダイニング・廊下
お部屋・玄関周り

スイッチ周り・各扉
下駄箱・照明薬品拭き

Keskin光触媒コーティング　※定価にて提供 ¥1,595/㎡～

クローゼット
押入れ

洗浄＋拭上
木材は水拭orホコリ除去のみ

床・フロアー

薬品拭清掃＋ワックス仕上げ
（畳・カーペット掃除機のみ）
床暖設置の床剥離作業不可

床面ワックス剥離洗浄作業（1㎡あたり） ¥880

バルコニー・ベランダ
アルコープ（ポーチ）

備品＋床洗浄 床面ハイグレードワックス（2枚塗布・1㎡あたり） ¥396

エアコン 表面清掃＋フィルター洗浄

分解洗浄 定価20％OFF

防カビ抗菌コート ¥2,200

カーペット
カーペット洗浄

化学繊維のみ可・後付けの物はNG カーペット洗浄（1㎡あたり） ¥880



空室清掃　店舗・オフィス　全て税込表示

内容 35㎡未満一律料金 35㎡以上 内容 25㎡未満一律料金 25㎡以上 徹底清掃作業箇所 内容 追加・オプション作業内容 価格

徹底清掃 35㎡未満　¥30,800 ¥880（㎡単価） 簡易清掃 ¥13,750 ¥550（㎡単価）

浴室（1箇所）

全域洗浄 エプロン内部清掃 ¥3,080

水回りはトイレ・給湯室のみ
除菌消臭オプション
徹底・簡易料金共通

¥13,750 ¥550（㎡単価）

各ユニット

鏡 親水コーティング ¥6,160

窓ガラス（2階以上は内側のみ）清掃・サッシ清掃
照明器具清掃（管球は水拭き清掃）・壁面天井除塵清掃

トイレ全体清掃・給湯室全体清掃・建具清掃
床面清掃ワックス塗布仕上げ（カーペットの場合は除塵清掃のみ）

作業内容：全域除菌プロ散布
各排水口（浴室・洗面所・トイレ・キッチン）乾燥・蒸発防止剤注入

水垢防止＋菌分解除去コーティング
浴室全体Keskin（天井・壁・床・扉内側）親水（鏡）

¥18,920

全域洗浄

換気扇内部（一般タイプ）分解清掃 ¥3,080

簡易清掃　作業箇所 内容 乾燥機能付換気扇内部　分解清掃 ¥8,800

キッチン／浴室／トイレ／洗面所／床・フロアー／
レンジフード表面エアコン表面／クローゼット

除菌水拭き＋掃除機 浴室追い焚き配管除菌洗浄 ¥14,960

窓ガラス・ベランダ・アルコープ（ポーチ） 掃除機掛け 浴室＋浴室追い焚き配管除菌洗浄 ¥24,000

基本的に綺麗な状態のお部屋で実施するサービスになります。
拭き清掃と掃除機がけのみになりますので、汚れを薬品などで除去するようなサービスではありません。
一度空き部屋清掃を実施している物件で、空室期間が長く、湿気やホコリが気になる方、おすすめです。

桶、蓋、椅子
（風呂の蓋は1つ/桶と椅子は2つまで）

¥3,080

洗面所（1箇所）

各ユニット 洗面ボウル 親水コーティング ¥4,400

上記共通事項 棚表面 換気扇内部（一般タイプ） ¥3,080

ウォークインクローゼット・シューズインクローゼット・納戸　→　延床面積の見積に含んでご案内
ロフト・屋根裏部屋追加料金（1㎡あたり）　→　延床面積の見積に含んでご案内

メゾネットタイプ追加料金　→　延床面積の見積に含んでご案内

棚内部 洗濯機分解洗浄 定価20％OFF

トイレ
（1室につき1箇所）

各ユニット 便器内コーティング ¥4,400

徹底清掃作業箇所 内容 追加・オプション作業内容 価格 天井壁面ホコリ除去 換気扇内部（一般タイプ） ¥3,080

キッチン（1箇所）

全域洗浄

シンク内簡易撥水コーティング ¥3,080 床・建具 タンク内部清掃 ¥3,080

オーブンレンジ内部清掃 ¥8,800 全域洗浄 小便器（トイレ内に大便器がある場合） ¥4,400

冷蔵庫表面＋内部（中身無し） ¥7,920

窓ガラス（上限無し）
ガラス・サッシ

網戸洗浄＋拭上

シャッター・雨戸（内側のみ）1枚 ¥1,320

換気扇表面 食洗機内部清掃 ¥6,160 シャッター・雨戸（両面）1枚 ¥1,760

レンジフード
プロペラ換気扇（1箇所）

表面清掃＋フィルター洗浄

レンジフード内部　分解洗浄 ¥12,320 はめ殺し窓 ¥2,750

プロペラ換気扇内部　分解洗浄 ¥7,920 2重窓 窓枠1箇所につき ¥1,650

リビングダイニング・廊下
お部屋・玄関周り

スイッチ周り・各扉
下駄箱・照明薬品拭き

シャンデリアなどの特殊照明 時間制定額で算出後に20％OFFで案内 網戸張替 ¥3,080

クローゼット
押入れ

洗浄＋拭上
木材は水拭orホコリ除去のみ

窓ガラス外面　親水コーティング ¥8,800

カーペット
化学繊維のみ可
後付けの物はNG カーペット洗浄（1㎡あたり） ¥880

壁・天井
ホコリ除去

全体洗浄や全体拭掃除作業不可
別途料金にて張替可能

部分洗浄 時間制定額20％OFF

バルコニー・ベランダ
アルコープ（ポーチ）

備品＋床洗浄 壁紙彩色1枚塗り　※定価にて提供 ¥770/㎡～

Keskin光触媒コーティング　※定価にて提供 ¥1,595/㎡～

床・フロアー

薬品拭清掃＋ワックス仕上げ
（畳・カーペット掃除機のみ）
床暖設置の床剥離作業不可

床面ワックス剥離洗浄作業（1㎡あたり） ¥880

床面ハイグレードワックス（2枚塗布・1㎡あたり） ¥396

エアコン 表面清掃＋フィルター洗浄

分解洗浄 定価20％OFF

防カビ抗菌コート ¥2,200



基本・オプション　全て税込表示 　※最低出張料金7,700円
作業内容 サイズ・備考 時間 税込価格 作業内容 サイズ・備考 税込価格

キッチン 4.5mまで 3-3.5H ¥16,500 床清掃のみ（水拭き、掃除機掛け）

1㎡あたり

¥330

備付オーブンレンジ内部 ー 1-1.5H ¥11,000 床清掃＋スタンダードワックス ¥605

食洗機内部 ー 0.5-1.0H ¥7,700 床清掃＋ハイグレードワックス ¥1,100

シンク水垢防止撥水コーティング ー 10分前後 ¥3,850 追加剥離サービス ¥1,100

冷蔵庫（中にモノがある状態） ー 1.5-2H ¥13,200 カーペット洗浄 ¥1,100

冷蔵庫（中にモノが無い状態） ー 1-1.5H ¥9,900 カーペット防汚コーティング ¥1,100

後置き食器棚表面 ー 0.5H前後 ¥3,850 除菌・消臭※除菌プロ 1部屋（12畳まで）　※以降13-24畳は2部屋分で2倍 ¥3,850

レンジフード ー 2.5-3H ¥15,400 ベランダ（10㎡未満）
手すりや壁面等も含む
以降10㎡/7,700円

¥7,700
フード無しプロペラ・天埋換気扇タイプ ー 1.5-2H ¥9,900 ベランダ（10㎡以上20㎡未満） ¥15,400

浴室 4mまで 2.5-3.5H ¥15,400 ベランダ（20㎡以上30㎡未満） ¥23,100

シャワー室 ー 1.5-2H ¥11,000

壁紙彩色 1枚塗り

20㎡未満　一律料金 ¥15,400

浴室（便器付きor洗面ボウル） ー 2.5-3H ¥18,700 20㎡以上　1㎡あたり ¥770

浴室3点ユニット 浴室+トイレ + 洗面ユニット 2.5-3H ¥23,100 ※ヤニ用アイボリーW　ご希望の場合は、¥55㎡追加        

エプロン内部 ー 0.5H前後 ¥3,080

壁紙彩色 2枚塗り

20㎡未満　一律料金 ¥20,680

浴室：乾燥機能付き換気扇（内部） ー 1-1.5H ¥11,000 20㎡以上　1㎡あたり ¥1,034

浴室追い焚き配管除菌洗浄 ー 1.5-2H ¥18,700 ※ヤニ用アイボリーW　ご希望の場合は、¥77/㎡追加

浴室＋浴室追い焚き配管除菌洗浄 ー 4-4.5H ¥30,000 破れ補修（10cm四方まで） 1箇所 ¥2,200

水垢防止＋菌分解除去コーティング
浴室全体Keskin（天井・壁・床・扉内側）

0.5-1H ¥23,650 穴埋め補修（11箇所以上）
各壁面・天井 1面あたり ¥2,200

親水（鏡） 穴埋め補修10箇所までは無料作業・11箇所以上は一律追加2,200円

水垢防止（親水）コーティング鏡のみ ー 0.5H前後 ¥7,700
Keskin光触媒コーティング

10㎡未満　一律料金 ¥15,950

洗面所 5mまで 1-1.5H ¥8,250 10㎡以上　1㎡あたり ¥1,595
洗面ボウル水垢防止（親水）コーティング     ー 0.5H前後 ¥5,500 トイレ＋Keskinコーティング Keskin施工面（天井・壁面）15㎡まで ¥19,360

トイレ 4mまで 1-1.5H ¥8,250 浴室＋Keskinコーティング Keskin施工面（天井・壁面）20㎡まで ¥31,460

小便器 トイレ内に大便器がある場合 0.5H前後 ¥5,500 革靴磨き ５分程度 ¥1,100

タンク内部 ー 0.5H前後 ¥3,850 スエード靴汚れ落とし 10分程度 ¥2,200

便器内水垢防止（親水）コーティング ー 0.5-1H ¥5,500 スニーカー洗浄 15分程度 ¥1,650

便器内水垢防止+菌分解除去
（Keskin）コーティング

ー 0.5-1H ¥15,950
選べる水回りセットメニュー 内容 時間 税込価格

　A　キッチン ２点セット 6.5～7.5H ¥26,400
浴室・洗面所・トイレ通常換気扇（内部） 1箇所 0.5-1H ¥3,850 　B　レンジフード ３点セット 10.5H（2名：6.5～7.5H） ¥39,600

窓ガラス・サッシ 4mまで　2重窓は+¥1,650 0.5～1H ¥3,850 　C　浴室 ４点セット 15H（2名：6.5～7.5H） ¥52,800

網戸洗浄 1枚（窓一式ご依頼の場合） 0.5H前後 ¥1,100 D　洗面所+トイレ ※5点セットの場合は+13,200円
※割引対象外はめごろし窓 1枚 0.5-1H ¥2,750 　E　トイレ×2

シャッター・雨戸（内側のみ） 1枚 15～30分 ¥1,650 定期清掃一般家庭向け なんでもわがまま定額

シャッター・雨戸（両面） 1枚 0.5-1H ¥2,200 スタッフ1名 スタッフ2名 時間 スタッフ1名
網戸張り替え 1枚 0.5H前後 ¥3,850 0.5時間 - 0.5時間 - 0.5時間 ¥3,850

ガラス外面水垢防止（親水）コーティング ガラス1枚あたり 0.5H前後 ¥11,000 1時間 ¥7,310 1時間 - 1時間 ¥7,700

洗濯機
8kg未満 2.5-3.5H ¥17,600 乾燥機能付：+5,500円

乾燥機結合：+8,800円
（2名体制必要）

1時間半 ¥10,965 1時間半 - 1時間半 ¥11,550

8kg以上 2.5-3.5H ¥20,900 2時間 ¥12,540 2時間 ¥25,080 2時間 ¥13,200
洗濯パン 1箇所 0.5H ¥2,750 2時間半 ¥15,675 2時間半 ¥31,350 2時間半 ¥16,500

エアコン（壁掛設置）

一般 1-1.5H ¥9,980

2台目以降は種
別問わず

2,000円引き

3時間 ¥18,810 3時間 ¥37,620 3時間 ¥19,800

各種機能付き 2-2.5H ¥18,700 3時間半 ¥21,945 3時間半 ¥43,890 3時間半 ¥23,100

壁埋め込み式 1.5-2H ¥14,300 4時間 ¥25,080 4時間 ¥50,160 4時間 ¥26,400

壁掛け大型（横幅1m以上） 1.5-2H ¥14,300 4時間半 ¥28,215 4時間半 ¥56,430 4時間半 ¥29,700

エアコン（天井設置）
小型（住居・家庭用） 2-2.5H ¥20,900 5時間 ¥31,350 5時間 ¥62,700 5時間 ¥33,000

大型（ｵﾌｨｽ・店舗・施設用） 2.5-3H ¥26,400

エアコン（床設置）
小型置き型 1-1.5H ¥14,300 定期清掃・なんでもわがまま定額　2021年7月1日～上記に料金変更

大型置き型 2.5-3H ¥26,400 ※ｼﾙﾊﾞｰ割/ﾍﾟｯﾄ愛護割/ﾏﾀﾆﾃｨ割に関して　①開業CPと併用可　②水回りｾｯﾄと併用可　③空室と併用可　④定期と併用不可

エアコンオプション

室外機 0.5H前後 ¥3,300
2台目以降の割

引なし

※上記CPを併用した結果、最低出張料金である7,700円を下回った場合、7,700円でご案内すること。

室外機大型 1-1.5H ¥9,900 ※設定ｻｲｽﾞ以上の商品に関して⇒「なんでもわがまま定額」で見積もりを算出し案内する

防カビ抗菌コート 15分前後 ¥2,750 ※「ｺｰﾃｨﾝｸﾞ」と記載あるﾒﾆｭｰはｺｰﾃｨﾝｸﾞのみであり、清掃は含まない。


