
松戸ハウスクリーニングサービス
090-4245-6318 板橋

料金一覧表 2022年8月現在

項目1 項目2 税抜価格 消費税 税込価格 作業時間

エアコン分解洗浄 壁掛ノーマルタイプ ¥10,000 ¥1,000 ¥11,000 約2時間

エアコン分解洗浄 フィルター自動おそうじ機能付タイプ ¥18,000 ¥1,800 ¥19,800 約3時間

エアコン分解洗浄 天井埋込型タイプ（家庭用小型） ¥20,000 ¥2,000 ¥22,000 約3時間

エアコン分解洗浄 室外機（屋外に置いてあるものです） ¥5,000 ¥500 ¥5,500 約1時間

エアコン分解洗浄 業務用天井埋込4方向型エアコン ¥30,000 ¥3,000 ¥33,000 約3時間

※設置状況によって対応できない場合もございます。

項目1 項目2 税抜価格 消費税 税込価格 作業時間

エアコンフィルターのみ 壁掛ノーマルタイプ ¥2,000 ¥200 ¥2,200 約15分

エアコンフィルターのみ フィルター自動おそうじ機能付タイプ ¥3,000 ¥300 ¥3,300 約20分

エアコンフィルターのみ 天井カセット型エアコンのフィルター ¥5,000 ¥500 ¥5,500 約30分

※上記サービスは松戸市内限定、フィルターのみのお掃除です。分解洗浄は別途となります。

※外したフィルターは水洗いできる場所をお借りして洗浄させていただきます。

項目1 項目2 税抜価格 消費税 税込価格 作業時間

おそうじ定額サービス おそうじ１時間パック（1名で作業） ¥7,000 ¥700 ¥7,700 1時間

おそうじ定額サービス おそうじ2時間パック（1名で作業） ¥11,000 ¥1,100 ¥12,100 2時間

おそうじ定額サービス おそうじ3時間パック（1名で作業） ¥15,000 ¥1,500 ¥16,500 3時間

お風呂場（浴室） 天井、壁面、床、排水溝、浴槽、鏡、扉、窓内側 ¥18,000 ¥1,800 ¥19,800 約4時間

浴室乾燥機 分解できるタイプのみ対応可 ¥8,000 ¥800 ¥8,800 約1時間

キッチン換気扇 レンジフードタイプ ¥15,000 ¥1,500 ¥16,500 約3時間

キッチン換気扇 プロペラタイプ ¥7,000 ¥700 ¥7,700 約1時間

トイレ換気扇 分解できるタイプのみ対応可 ¥6,000 ¥600 ¥6,600 約1時間

洗面所換気扇 分解できるタイプのみ対応可 ¥6,000 ¥600 ¥6,600 約1時間

浴室換気扇 分解できるタイプのみ対応可（乾燥機付を除く） ¥6,000 ¥600 ¥6,600 約1時間

キッチン コンロ、壁面、戸棚の表面、天板、シンク、排水溝 ¥15,000 ¥1,500 ¥16,500 約3時間

窓ガラス・サッシ、網戸 掃き出し窓（大きい窓） ¥5,000 ¥500 ¥5,500 約50分

窓ガラス・サッシ、網戸 腰高窓（中くらいの窓） ¥4,000 ¥400 ¥4,400 約40分

窓ガラス・サッシ、網戸 小窓（縦横70cm未満の小さい窓） ¥2,000 ¥200 ¥2,200 約30分

※天井吊り下げ１方向型エアコンや天井埋込２方向型エアコンの対応は承っておりません。

※3メール以上の高さに設置してあるエアコンは対応できません。

 （左右天井のいずれかにほとんど隙間がないケース、珪藻土や土壁に設置してあるケースなど）

※製造より10年以上経過している製品のクリーニングは対応しかねます。

※匂いに関しては、クリーニング後、軽減はしますが完全には消えないこともございます。

　クリーニングは可能ですが、故障するリスクが高くなります。不具合が生じても補償することができません。
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松戸ハウスクリーニングサービス
090-4245-6318 板橋

料金一覧表 2022年8月現在

項目1 項目2 税抜価格 消費税 税込価格 作業時間

トイレ 便器、便座、床、タンク表面、扉 ¥7,000 ¥700 ¥7,700 約1時間

洗面台 洗面台表面、鏡、シンク、蛇口 ¥7,000 ¥700 ¥7,700 約1時間

床のお掃除 洗浄ワックス（10帖まで） ¥10,000 ¥1,000 ¥11,000 約2時間

床のお掃除 フローリング剥離ワックス（10帖まで） ¥30,000 ¥3,000 ¥33,000 約5時間

床のお掃除 化学床剥離ワックス（10帖まで） ¥20,000 ¥2,000 ¥22,000 約3時間

床のお掃除 カーペットクリーニング（10帖まで） ¥15,000 ¥1,500 ¥16,500 約1時間半

床のお掃除、ワックス仕上げ

家具移動費　　18,900円（税込）～
※移動する家具が面積の半分以上占める場合
※作業員が2名以上必要な場合など

※10帖以上の広さの場合、別途お見積りいたします。

※剥離（はくり）とは、既存のワックスを専用洗剤ではがす作業です。

※カーペットクリーニングは専用機材と専用洗剤を使用しクリーニングします。 

　クリーニング後は自然乾燥対応となるため、１～２日は湿った状態になります。

項目1 項目2 税抜価格 消費税 税込価格 作業時間

お引越し、原状回復クリーニング アパート、マンション　１Ｒ　（22,000～33,000円） - - 別途見積 1～2日

お引越し、原状回復クリーニング アパート、マンション　１ＤＫ、１ＬＤＫ、２ＤＫ ¥30,000 ¥3,000 ¥33,000 約1日半

お引越し、原状回復クリーニング アパート、マンション　２ＬＤＫ、３ＤＫ ¥50,000 ¥5,000 ¥55,000 約2日半

お引越し、原状回復クリーニング アパート、マンション　３ＬＤＫ、４ＤＫ ¥60,000 ¥6,000 ¥66,000 約3日

お引越し、原状回復クリーニング アパート、マンション　４ＬＤＫ、５ＤＫ ¥70,000 ¥7,000 ¥77,000 約3日半

お引越し、原状回復クリーニング 戸建、テラスハウス　１ＬＤＫ、２ＤＫ ¥50,000 ¥5,000 ¥55,000 約2日半

お引越し、原状回復クリーニング 戸建、テラスハウス　２ＬＤＫ、３ＤＫ ¥60,000 ¥6,000 ¥66,000 約3日

お引越し、原状回復クリーニング 戸建、テラスハウス　４ＤＫ ¥70,000 ¥7,000 ¥77,000 約3日半

お引越し、原状回復クリーニング 戸建、テラスハウス　３ＬＤＫ、４ＬＤＫ、５ＤＫ ¥80,000 ¥8,000 ¥88,000 約4日

お引越し、原状回復クリーニング 戸建、テラスハウス　５ＬＤＫ、６ＤＫ ¥90,000 ¥9,000 ¥99,000 約4日半

＜作業範囲＞

キッチン、換気扇、浴室、洗面所、トイレ、窓ガラス・サッシ、網戸、雨戸内側、玄関、押入、ベランダ、

床、照明器具、カーテンレール、各扉、エアコン（カバー、フィルターのみ）

※エアコン分解洗浄、ワックス仕上げ及び剥離作業（既存のワックスをはがす作業）は別途になります。

　　引越し前のお掃除と同時にご依頼いただくことが多いです。合わせてご検討下さい。

※お客様の荷物がない場合の価格です。家具や荷物がある場合別途お見積りいたします。

※上記作業時間を短縮させることも可能ですが、1日短縮するにあたり18,900円（税込）が追加となります。

※シール、接着剤はがしは別途お見積りいたします。

※畳の表替えも承ります。別途お見積りいたします。

※不用品の処分や排水管清掃は行っておりません。専門業者をご紹介することは可能です。

※次のケースの場合、上記価格よりそれぞ30％増の価格とさせていただきます。

１・アパート、マンションにおいて角部屋の場合

２・著しく汚れが強く上記基準時間よりも大幅に時間がかかる場合

３．床ワックス仕上げ作業を追加した場合

※天井、壁面の拭き上げ作業は含まれておりません。別途上記価格の50％増の価格で承ります。
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松戸ハウスクリーニングサービス
090-4245-6318 板橋

料金一覧表 2022年8月現在

項目1 項目2 税抜価格 消費税 税込価格 作業時間

店舗ガラスサッシ 別途お見積りいたします。 - - - -

店舗床清掃 洗浄のみ（ハードフロア）100㎡まで ¥20,000 ¥2,000 ¥22,000 約3時間

店舗床清掃 洗浄ワックス（ハードフロア）100㎡まで ¥25,000 ¥2,500 ¥27,500 約4時間

店舗床清掃 剥離ワックス（ハードフロア）100㎡まで ¥50,000 ¥5,000 ¥55,000 約6時間

店舗床清掃 洗浄のみ（カーペット）100㎡まで ¥30,000 ¥3,000 ¥33,000 約3時間

店舗床清掃

什器移動費　　　18,900円（税込）～
※移動する家具が面積の半分以上占める場合
※作業員が2名以上必要な場合など

除草作業および選定作業 別途お見積りいたします。

マンション共用部の定期清掃 別途お見積りいたします。　7,700円／1回～

新築工事後クリーニング 440円／㎡　×　広さ　（養生撤去込み）

リフォーム工事後クリーニング お引越し、現状回復クリーニングと同額
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