
５％ＯＦＦ
割引キャンペーン早めの大そうじ!!

対象外

レンジフードの内外、内側枠部分、
シロッコファン（プロペラ）

モーター、配線部分、ダクト部分、
建物外側のフード

清掃
範囲

対象外

天井、壁、床、鏡、浴室扉、窓内側、
照明・換気扇カバー、小物置き棚、
浴槽内外、排水口（手の届く部分）
浴室内小物(フロフタ・洗面器等)、
窓外側、網戸、ブラインド、排水管、
浴室乾燥機、鏡の磨きこみ、循環パイプ

清掃
範囲

つるつるコーティング注文
番号 9 9 2 9 浴室カビ防止剤塗布注文

番号 9 9 3 1

注文
番号 9 9 3 2

エアコンクリーニング、その他お掃除サービスは裏面をご覧ください！

浴室クリーニング注文
番号 9 9 3 0

クリーニング作業スタッフは…
１、訪問日に検温を実施します。
２、マスクの着用をしますが、熱中症予防のため外して
         作業させていただく場合もございます。
３、入室時は手先の除菌、退室時は接触部の除菌を
　　させて頂きます。
組合員様へ…
マスク着用のご協力と、ご家族・ご自身の感染、疑わしい症状が
ある場合は事前のご連絡をお願い致します。

安心してご利用いただくために

の生協 ハウスクリーニング

カビが発生しやすい天井や壁の上部を中心に塗布！効果は約３ヶ月です。
※効果は使用条件により異なります。 
※浴室クリーニングと一緒にお申し込みいただけます。

オ
プ
シ
ョ
ン 浴槽エプロン内清掃

別途お見積り ※浴槽の仕様によっては清掃できない場合がございます。 
※浴室クリーニングと一緒にお申し込みいただけます。

キャンペーン対象外

キャンペーン対象外

(税込)1,045円
オ
プ
シ
ョ
ン

オ
プ
シ
ョ
ン

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！
※レンジフードクリーニングと一緒にお申し込みいただけます。

キャンペーン対象外

(税込)1,045円
初めてレンジフードクリーニングをしました。とても丁寧に作業して頂いたと思っ
ています。クリーニングにより、塗装が剥げてしまう事も事前に説明して頂き安
心しました。キッチン内もきちんと養生してくれて気遣いもあり満足しています。
ありがとうございました。

組合員さんの声
キレイになり

ました！

(税込)16,720円
割引価格
(税込)17,600円

通常価格

(税込)18,288円
割引価格
(税込)19,250円

通常価格

早割
5％OFF

早割
5％OFF

レンジフードクリーニング注文
番号 9 9 2 8

お手入れ
簡単！

約３ヶ月
カビ防止

レンジフード+キッチン+浴室+トイレ+洗面台の５点まとめて

PRO’s POINT

まとめてプロにお任せ！！　オススメの水廻りパック
オプション（つるつるコーティング・カビ防止剤塗布）が無料でつきます。

PRO’s POINT
おそうじが大変な浴室・キッチン。
レンジフードと一緒に頼めばさらにお得。

(税込)62,700円
早割
5％OFF

割引価格
(税込)66,000円

通常価格

プロ用洗剤とテクニックで

あらゆる汚れをスミズミ

までキレイに。

初めての浴室クリーニングでした。汚れはひどく時
間をかけてもらいました。清掃を他人に頼むという
事への後ろめたい気持ちもありましたが、他のク
リーニングももっと利用したいと思いました。

組合員さんの声
キレイになり

ました！

組合わせクリーニング内容

洗面台クリーニング

洗面台・洗面ボウル・収納庫の表面

棚内部、収納庫の中、洗濯機、防水パン、衣類乾燥機、
換気扇、排水管・排水口の手の届かない部分

清掃
範囲

キッチンクリーニング

流し台、蛇口、排水口、調理台、側面の壁、
上下収納庫・加熱調理器の表面

床面、天井、窓、魚焼きグリル、家電機器、収納庫の中、
ブラインド・ロールカーテン、家財を移動しての清掃

水廻りパック
注文
番号 9 9 3 7  

清掃
範囲

対象外

トイレクリーニング

便器、洗浄ノズル、照明・換気扇カバー、
床、窓内側、給水タンクの外側

配管内部、座面を取り外しての清掃、
給水タンクの内側

清掃
範囲

対象外 対象外

※オプションはキャンペーン対象外です。

作業期間　１１月下旬頃まで

受付期間
９月１２日（月）～１０月１４日（金）

その他のクリーニングの清掃範囲については、各メニュー欄をご覧ください。

オススメ　セットプラン
オプション（つるつるコーティング・カビ防止剤塗布）が無料でつきます。

３点セットでさらにお得に!!

レンジフード+キッチン
注文
番号 9 9 3 4
レンジフード+浴室
注文
番号 9 9 3 3 通常価格

(税込)32,395円
割引価格

(税込)34,100円 早割
5％OFF

浴室+トイレ+洗面台
注文
番号 9 9 3 5 割引価格

(税込)36,575円
(税込)38,500円

通常価格 早割
5％OFF

レンジフード+キッチン+浴室
注文
番号 9 9 3 6

割引価格
(税込)47,025円

(税込)49,500円
通常価格 早割

5％OFF

※12／1（木）～12／24（土）の作業をご希望の方は、11／11（金)までにお電話にてお申込みください。
　12月のお掃除は通常価格となります。混み合う場合がございますので、お早めにお申込みください。

10/31~配布の
チラシでご案内
いたします。キャンペーン

新年割引１０％ＯＦＦ
受付期間  2022年 10／31（月）～ 2023年 1／27（金）まで
作業期間  2023年   1／5（木）～ 2月下旬頃まで

予告

セットでお得！まとめておそうじ



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、壁・天井などの
ご要望はお電話にてご相談ください。お見積もり致します。

(税込)20,900円
割引価格

(税込)22,000円
通常価格
１台目

割引価格
(税込)12,540円

(税込)13,200円
通常価格
１台目 ２台目から（1台あたり）

(税込)11,495円
割引価格

(税込)12,100円
通常価格

２台目から（1台あたり）

割引価格
(税込)19,855円

(税込)20,900円
通常価格

３台のエアコンクリーニングをお願いしました。大変だったと思いますが、時間内
に作業を終えて下さりとても助かりました。来年度もう一度お願いしてみて汚れ
がどれだけ溜まっているかとても楽しみです。
これで安心してエアコンを使えます。ありがとうございました。

組合員さんの声
キレイになり

ました！

エアコンカビ防止剤塗布

例　●家庭用壁掛けエアコン２台の場合　⇒　12,540円+11,495円＝24,035円
　　●家庭用壁掛けエアコン１台  +  お掃除機能付きエアコン１台の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒　12,540円+19,855円＝32,395円
　　　　　　　　　　　　　                    　　  例は、5％OFFの税込価格での計算になります。

オ
プ
シ
ョ
ン

カビが発生しやすいアルミフィンを中心に塗布！効果は約３ヶ月です。
※効果は使用条件により異なります。 
※エアコンクリーニングと一緒にお申し込みいただけます。

キャンペーン対象外

エアコン室外機クリーニング キャンペーン対象外

(税込)1,045円

(税込)6,600円

エアコンクリーニング

室外機カバー、アルミフィン、ファンの清掃。
※モーター、配線部分は対象外です。
※高所などの設置条件により清掃できない場合があります。
※エアコンクリーニングと一緒にお申し込みいただけます。

約３ヶ月
カビ防止

２台目から
さらにお得！

２台目から
さらにお得！

ご希望の台数をご注文ください。

※種類が異なっていても２台目以降は複数台割引を適用。
　同一居宅内で同日作業完了の場合に適用。

※種類が異なっていても２台目以降は複数台割引を適用。
　同一居宅内で同日作業完了の場合に適用。

ご希望の台数をご注文ください。

注文
番号 9 9 3 8 家庭用壁掛けエアコン

注文
番号 9 9 3 9 お掃除機能付きエアコン

●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浴室をお借りします）。
●作業時間は、エアコン1台につき約1～2時間です。
　フィルター自動お掃除機能付きエアコンは約2～2.5時間です。

表面カバー、フィルター、
エアコン内部の高圧洗浄

清掃
範囲

電装部分、ドレンパン、高圧洗浄の届かない裏面、
サイドファン・ツインフロー付き機種

対象外

PRO’s POINT
エアコンについたカビはエアコンを
使うことで部屋中に撒き散らしています。
プロのクリーニングでカビをなくしましょう。

２台以上が
さらにお得！

２台以上が
さらにお得！

お問い合せ 受付時間/AM9:00～PM5:00
月～土曜(祝日除く)0120-120-083アズマ工業株式会社 ホームクリーニング事業部

※組合員である旨をお伝えください。ご注文は受け付けておりません。

●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いただきます。　

●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いただき、汚れ残りも含め作業当日にその場でご指摘ください。　

●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、ご相談させていただきます。

◎クリーニングは、一般のご家庭に限らせていただきます（業務使用の物件は、別途お見積もり致します）。

組合員さんへのお願い　必ずお読みくださいお申込み方法

OCR注文用紙  e-フレンズで①

９/１９～１０/１４のOCR注文用紙
「4桁・6桁注文番号欄」に4桁の注文番号を
左詰めでご記入ください。

お電話で③

0120-282-220

インターネットで②

スマートフォン・タブレットから▶
パソコンから▼

東海コープ ハウスクリーニング 検索

東海コープ事業連合生活サービス事業部 受付時間/AM9:30～PM5:00　月～金曜(祝日含む)

おそうじサービス申込からお支払いまでの流れ

お申込み1
上記お申込み方法をご覧ください。

エアコンクリーニング
ご希望の方へ

訪問日程のご連絡2
アズマ工業㈱より、ご注文受付
日より14日以内にお電話させて
いただきます。

作業日当日は、必ず立会いをお願いし
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いただく場
合があります。

作業当日3 （月～土曜9:00～17:00） お支払い4
生協にご登録の口座から引落しと
なります。口座登録がない場合は、
振込用紙をお送りします。ルームエアコン

定　格　電　圧　　100V

製造番号　ＨＣ4639940

定  格  周  波  数　50/60Hz
電動機の定格消費電力　800W

型名　AZ-VCA083-W
2015年製例

エアコンの①メーカー名、②製造年、
③型番号を訪問日程のご連絡の際、
お伝えください。

作業日確定後の日程変更・キャンセルは、右記の通りキャンセル料が生じますのでご注意ください。２日前…無料／前日…4,500円（税込）／当日…9,000円（税込）
※東海コープまたはアズマ工業の受付時間内に、お電話でご連絡ください。

日程変更・
キャンセル
について

※お申込みの際にお受けした個人情報は、サービス及び必要な連絡のみに利用させていただきます。個人情報の取り扱いに関しては、厳格な管理のもとに、第三者に開示されることは一切ございません。

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あたりの数
コウジカビ

青カビ

60,000

40,000

1,000

クラドスポリウム※

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。

検出されたカビ
／1mlあたりの数
コウジカビ

青カビ

検出せず

検出せず

10

クラドスポリウム※

洗浄後

※エアコンの吹出口に生える黒いカビ等

早割
5％OFF

早割
5％OFF

早割
5％OFF

早割
5％OFF

注文
番号 9 9 4 0

注文
番号 9 9 4 1

エアコンは２台以上がお得です!!


