
取次サービスメニュー 

 

■ハウスクリーニング 

サービス内容 詳細 ご利用料金 

（税込） 

会員特典 注意事項 

エアコンクリーニング 

＜壁掛けタイプ＞ 

家庭⽤エアコン 1台 14,300円～ -  

家庭⽤エアコン 1 台＋抗菌コ

ート 

16,610円～ -  

フィルター⾃動お掃除機能付

き家庭⽤エアコン 1台 

25,300円～ -  

フィルター⾃動お掃除機能付

き家庭⽤エアコン 1 台＋抗菌

コート 

27,610円～ -  

レンジフードクリーニ

ング 

レンジフードの分解洗浄 19,800円～ 会員価格でご提

供(オペレータ

ーにご確認下さ

い) 

※幅９５ｃｍ未満 

浴室クリーニング 浴室の壁や天井、床、浴槽、鏡、

蛇⼝など全体を洗浄 

19,800円～ ※床面積４㎡かつ高さ２．４ｍ未

満 

浴室洗浄+防カビコート 24,200円～ ※床面積４㎡かつ高さ２．４ｍ未

満 

キッチンクリーニング キッチンの汚れを除去 18,700円～ ※間口３ｍ未満 

ガラス・サッシ・網⼾ク

リーニング 

雨や砂ボコリなどの汚れを除

去 

お⾒積り ※1 回あたり 11,000 円（税込）以

上で承ります。 

窓⽤フィルム施⼯サー

ビス 

UV カット/飛散防止/防犯/プ

ライバシー保護など、目的に

応じたフィルムを施工 

11,000円～  

トイレクリーニング 便器にこびりついた頑固な汚

れを除去 

9,460円～ ※1 回あたり 11,000 円（税込）以

上で承ります。 ※床面積２㎡未満 

便器洗浄＋汚れ防止コート 12,980円～  

フロアクリーニング フローリング・クッションフ

ロアの汚れの除去、ワックス

処理 

10,080円～ ※1 回あたり 11,000 円(税込)以上

で承ります。 ※６帖 

カーペットクリーニン

グ 

汚れやシミの除去、カーペッ

ト全体の洗浄 

10,510円～ ※1 回あたり 11,000 円(税込)以上

で承ります。 ※ウール・化繊（６

帖） 

洗⾯所クリーニング 洗面所洗浄 9,460円～ 会員価格でご提

供(オペレータ

ーにご確認下さ

※1 回あたり 11,000 円（税込）以

上で承ります。 ※床面積４㎡未満 

洗面所洗浄＋汚れ防止コート 11,770円～  



（洗面ボウル 1台） い) 

 

 

■家事代行 

サービス内容 詳細 ご利用料金 

（税込） 

会員特典 注意事項 

お庭の草取り 20平方メートル以内の雑草処

理 

17,600円～ -  

出張タイヤ交換 前後計 4本のタイヤを 1回 

セットで交換 

13,200円～ - ※出張するエリアによって料金が

異なります。 ※事前に車両保管場

所に交換用タイヤをご用意くださ

い。 ※交換したタイヤをシーズン

前後に元タイヤに戻す場合は改め

て手配の上、再度料金が必要とな

ります。 ※出動後のキャンセルも

有料となります。 

家具の移動 同一住居内での家具移動 

作業スタッフ 2 名 30 分以内

の作業 

17,600円～ - ※作業内容をお聞きしてからのお

見積り、正式発注となります。 ※

高価な家具や楽器などご希望に添

えない場合がございます。 ※日時

のご指定はできません。 ※30分以

内の作業となります。 ※階段の上

下、リフト・クレーン吊り上げ（吊

り下げ）を伴う場合は追加費用が

かかります。 

掃除のお手伝い 作業スタッフ 1 名 2 時間以内

の作業 

11,000円～ -  

買物のお手伝い -  

食器棚の整理 -  

布団干しのお手伝い -  

家具転倒防止金具（器

具）の取り付け 

作業スタッフ 1 名 30 分以内

の作業 

- ※取り付けする金具、器具はお客

さまご自身でご用意いただきま

す。 ※設置される金具、器具、場

所等を事前にお聞きし、最終的な

対応可否およびお見積り回答いた

します。 

障子・ふすま・畳の張替

え 

障子の張り替え お見積り - ※お預かりによる張り替えとなり

ますので、通常 2～3日かかります。 

※お届け時間は指定できません。 



ふすまの張り替え お見積り - ※お預かりによる張り替えとなり

ますので、通常 2～3日かかります。 

※お届け時間は指定できません。 

※スタイロ襖は反り防止のため両

面張り替えのみ承ります。 ※アル

ミ製建具・襖の状態によっては張

り替えできない場合がございま

す。 

畳の張り替え お見積り - ※お預かりによる張り替えとなり

ますので、通常 2～3日かかります。 

※お届け時間は指定できません。 

シニア向け食事作りの

お手伝い 

お好みに応じたお食事作り・ 

お食事中の話相手・お片付け 

お見積り -  

食事の宅配 食事の宅配 お見積り - ※5,500 円以上のご購入で送料無

料となります。 

糖質低減食の宅配 お見積り -  

 

■宅配クリーニング 

サービス内容 詳細 ご利用料金 

（税込） 

会員特典 注意事項 

ふとん丸洗い宅配 ふとんを丸洗いします。 

ご⾃宅まで回収に伺い、クリ

ーニング後にお届けします。 

9,680円～ 会員価格でご提

供(オペレータ

ーにご確認下さ

い) 

 

宅配クリーニング ⾐類をクリーニングします。 

ご⾃宅まで回収に伺い、クリ

ーニング後にお届けします。 

お見積り  

 

 

 

■ギフト 

サービス内容 詳細 ご利用料金 

（税込） 

会員特典 注意事項 

フラワーギフト プロが選ぶフラワーギフト お見積り -  

 

 

■その他 

サービス内容 詳細 ご利用料金 

（税込） 

会員特典 注意事項 



シニアケア ⾞いすや歩⾏のお手伝い お見積り 初回のみ標準料

金から 10%OFF 

 

食事介助 お見積り  

トイレ介助/おむつ交換 お見積り  

清拭/部分浴 お見積り  

認知症の⽅の見守り お見積り  

ご家族不在時のお世話 お見積り  

福祉・介護⽤品のレンタル/販

売 

お見積り -  

レンタル⽤品 ベビー用品、介護福祉用具 お見積り -  

靴・バッグの修理/クリ

ーニング 

専⾨会社による修理/クリー

ニング 

お見積り 会員価格でご提

供(オペレータ

ーにご確認下さ

い) 

※東京都（⽬⿊区･渋⾕区･港区･品

川区･世⽥⾕区･新宿区）のみ訪問

対応可。それ以外の地域の場合、往

復の配送料をお客さまにご負担い

ただきます（ご利⽤11,000 円以上

の場合、返送料無料）。 

医療機関・専⾨医紹介 専⾨会社による医療機関のご

紹介 

お見積り -  

便利屋 どんなことでもご相談くださ

い。 

お見積り - ※対⼈・近隣トラブルの仲裁⾏為

や、法律・公序良俗に反する内容に

ついては、お引き受けできません。 

※本内容は 2021 年 3 月時点での取次先で提供可能なサービス内容です。取次先の事情等によりメニュー内容、価格など予告なく変更に

なることがあります。ご利用前に必ず取次先へご確認をお願い致します。 


