
生協のハウスクリーニング

▲ 　▲ 　▲ おトクなセットメニューはこちらをごらん下さい。

▲　 ▲ 　▲

エアコンクリーニング

フィルター自動お掃除機能付きエアコンクリーニング

フィルター自動お掃除機能付き
エアコンクリーニング（１台）

フィルター自動お掃除機能付き
エアコンクリーニング（2台目以上）

●表面カバーを洗浄するため
に、屋外の水道をお借りしま
す。（屋外の水道がない場合
や、マンションの場合はお風呂
場をお借りします。）
●年数の経過した機種、または
状態、設置状況やメーカーに
よってクリーニングをお断りさ
せて頂く場合がございます。

作業内容
表面カバー・フィルターの洗浄。
エアコン内部の高圧洗浄。

※１台あたり

カビ防止剤塗布カビ防止剤塗布
いや～なカビをストップして、キレイを長持ち！効果は約6ヶ月！
（状況により長持ち効果が前後する場合があります。）

カビ防止剤塗布カビ防止剤塗布
いや～なカビをストップして、キレイを長持ち！効果は約6ヶ月！
（状況により長持ち効果が前後する場合があります。）

●大型エアコンのクリーニングも取り扱っております。●大型エアコンのクリーニングも取り扱っております。

洗浄前のエアコン内部

フィルターはきれいでも
　内部は汚れています！

設置６年の家庭用エアコン
を分解洗浄した際の内部の汚れです

洗浄前

洗浄終了後に精製水で
再び洗い流し、廃液を
検査しました。

洗浄前の内部の汚れ
を精製水で洗い流し、
廃液を検査しました。

検出されたカビ
／ 1ml あたりの概数
コウジカビ

クラドスポリウム
（エアコンの吹出口に
生える黒いカビ等）

青カビ

60,000

40,000

1,000
検出されたカビ
／ 1ml あたりの数
コウジカビ

クラドスポリウム
（エアコンの吹出口に
生える黒いカビ等）

青カビ

検出せず

検出せず

10

洗浄後

フィルター自動お掃除機能付きとは、エアコンフィルターを自動に掃除する機能のことです。

・オプションのみのご注文はご遠慮下さい。
オプションメニュー

■エアコン室外機洗浄
※高い所などは清掃できない場合がございます。

6,000円（税込6,480円）

２
台
以
上
が

お得！

手の届かない
　 奥の汚れも！

組合員さんの
声

ありがとうございます
●生協のチラシに載ったので、安心してお願いしました。 
説明、作業ともに丁寧で好感が持てました。
●クリーニング後のエアコンはお陰様で快適に使えています。

エアコンの
中は

ホコリやカビ
が

たまりやす
い！

作業内容

作業対象外項目

レンジフード内・外側のフード洗浄。シロッコファンお
よび、羽根と内側枠部分の洗浄。

モーターおよび配線部分、建物外側のフードおよびダクト部分
とガスレンジ。

普段できないレンジフード内部を可能な限り分解してお掃除! 手の届かない天井や、ヌルヌル汚れの排水口もスッキリ！

つるつる♪コーティング！つるつる♪コーティング！
キレイになったレンジフードをコーティングします。
油汚れに強くなるのでお掃除もラクラク！

作業内容
浴室内の天井・壁面・床面・内側の窓および浴槽内外の洗浄。照明カバー・排
水口。換気扇カバーの表面洗浄。小物置き棚・鏡・浴室の扉およびレール。
作業対象外項目
浴室内小物（フロフタ・洗面器・イス等）、窓の外側と網戸、ブラインド、排水口の手の
届かないところ、浴室乾燥機、風呂釜内部の循環パイプ、24時間風呂機器など。

カビ防止剤塗布カビ防止剤塗布
カビが発生しやすい天井や壁の上部を
中心にカビ防止剤を塗布します。

レンジフードクリーニング 浴室クリーニング人気
サービス

パック2点コース パック3点コース 水廻りパックコース

キッチンクリーニングNew!

New!

吊戸棚・収納庫の中、魚焼きグリル、食器洗
浄機・生ごみ処理機などの家電機器、窓ガラ
ス・ブラインド・ロールカーテン・タイル素材
以外の壁面、床面・天井、家財移動での清掃。

作業対象外項目

作業内容
ガスコンロの表面洗浄、シンクを含む流し
台及び蛇口等の洗浄（各１ヶ所）、吊戸棚及び
収納庫表面洗浄（キッチン内）。

17,500円
（税込 18,900円）

通常組合員価格

その他の定期的なお掃除サービスや、床のワックス塗布、ガラス磨き、壁・天井・トイレ掃除などのご要望はお電話にてご相談下さい。お見積もり致します。

●作業の際、電源・水道は組合員さん宅でお借り致します。　●洗浄後の排水は作業場所において処理をさせて頂きます。　●作業開始前にクリーニング場所を、ご依頼の組合員さんと作業スタッフ
とでご確認をお願い致します。　●当日の作業終了後、ご依頼の組合員さんに作業結果について最終確認をお願い致します。　●素材や汚れの状況によりまして、最大限の努力は致しますが、十分
に除去できない場合もございます。予めご了承下さい。　●家財の傷、または洗浄箇所の傷は、どの時点で発生したものか判断しにくいため、作業前の時点で組合員さんにご確認頂き、汚れ残りも含め
作業当日にその場でご指摘下さい。　●作業終了日から一週間を超えたご指摘には対応できないこともございます。

◎作業対象箇所の素材や塗料等の状況で、洗浄できない場合がございます。その場合は、現場にて作業スタッフが状況を判断の上、ご相談させて頂きます。
◎クリーニングは、一般のご家庭に限らせて頂きます。（業務使用の物件は、別途見積り致します。）

組合員さんへのお願い（必ずお読みください）

トイレ

26,000円（税込 28,080円）
通常組合員価格

集合住宅 通常組合員価格

一戸建て 通常組合員価格

レンジフードの つるつるコーティング！レンジフードの つるつるコーティング！
キレイになったレンジフードをコーティングします。
油汚れに強くなるのでお掃除もラクラク！

つる
つる

浴室内の カビ防止剤塗布浴室内の カビ防止剤塗布
カビが発生しやすい天井や壁の上部を
中心にカビ防止剤を塗布します。

カビ
防止

レンジフード キッチン

洗面台トイレ

つる
つる

浴室 カビ
防止

浴室 カビ
防止 トイレ洗面台

洗面台トイレ

浴室 カビ
防止

要望の多かったコンロとシンクのクリーニングを実現！

浴室とトイレのセットメニューが、
声に応えて実現！

35,000円（税込 37,800円）

65,000円（税込 70,200円）

55,000円（税込 59,400円）

通常組合員価格

お得な水廻り3点！ 家中の気になるところ、まとめてキレイに！

＜トイレクリーニングについて＞  ＜洗面台クリーニングについて＞

選べるセットコース（2点・3点）

レンジフード

キッチン 浴室キッチン

キッチン

浴室

レンジフード

3点

2点

45,000円（税込 48,600円）
通常組合員価格

31,000円
（税込 33,480円）

通常組合員価格

キッチン、浴室、レンジフードの3点まとめて！つる
つる

つる
つる

レンジフード つる
つる

カビ
防止

浴室 カビ
防止

カビ
防止

レンジフード、キッチン、浴室の中からお好きな組み合わせ2点で！

または

または

※または洗面台でも可。

作業対象外項目

作業内容 室内の換気扇カバー表面、照明、窓ガラス内側、給水
タンク、衛生陶器、洗浄ノズル、ペーパーホルダー、
入り口ドア内・外面、床面洗浄       
給水タンク内部、配管内部、室内手洗ボウル

作業対象外項目

作業内容

収納庫内部、排水管内部

洗面台の小物置き、棚の表面、鏡、
洗面ボウル、排水口、収納庫表面

<<コースのオプション無料>>

お申し込みからお支払まで
1.お申し込み 4.お支払い2.作業日の決定 3.作業訪問（月～土曜9：00～17：00）

お申し込み 0120-526-286
0120-120-083アズマ工業株式会社 （AM9:00～PM5:00／日・祝定休）お掃除内容やご質問はこちらへ

かりや愛知中央生活協同組合
【受付時間】月～金曜（祝日含む）／AM8:30～PM8:00 （土日定休）

ベリークリーン・アズマより、お申し込み日より10日以内に
お電話させて頂きます。当日キャンセルの場合は、キャンセ
ル料金（4,320円 税込）を申し受けます。

作業日当日は、必ず大人の方の立ち会いをお願い
します。また、一部機種や状態によっては、クリーニ
ングをお断りさせて頂く場合があります。

申込書にご記入頂き、生協までFAX又
は、配送担当者へお渡し下さい。お電話
でのご注文も承ります。

作業終了後（仕上がりの
点検後）、お届け明細にて
ご請求させて頂きます。

キッチン

キッチンクリーニングをリニューアル。セットサービスは利用しやすいセット内容になりました。

家庭用壁掛けエアコン（1台） 家庭用壁掛けエアコン（2台目以上）
※１台あたり

12,000円
（税込 12,960円）

通常 組合員価格

11,000円
（税込 11,880円）

通常 組合員価格

１台 950円（税込 1,026円)

１台 950円（税込 1,026円)

950円（税込 1,026円) 950円（税込 1,026円)

通常 組合員価格 通常 組合員価格

16,000円
（税込 17,280円）

17,500円
（税込 18,900円）

20,000円
（税込 21,600円）

通常 組合員価格

19,000円
（税込 20,520円）

通常 組合員価格


