
PRICE　LIST
2015年4月1日（水）

■清掃サービス

内　容 広さ・間取り 金　額　（税抜）

基本清掃 定期 各室床清掃・水拭き、水廻りの洗剤洗い ８５㎡まで 8,000 円/回

（年間契約） 換気通風、ゴミ処理 ８５㎡から 9,000 円/回

スポット清掃 随時 各室床清掃・水拭き、水廻りの洗剤洗い ８５㎡まで 10,000 円/回

換気通風、ゴミ処理 ８５㎡から 11,000 円/回

プラス清掃 定期・随時 基本・スポット清掃に押入内乾拭き、除臭・除菌

玄関拭き、ベランダ清掃をプラス

オプション清掃 随時 換気扇の洗剤洗い 4,500 円/回

レンジフードの洗剤洗い 7,500 円/回

照明器具の洗剤洗い 15,000 円/回

エアコン内部クリーニング 15,000 円/回

屋根の落葉清掃

（屋根勾配が作業可能な建物のみ）

戸建 35,000 円/回

ヴィラ（地上階） 14,000 円/回

ヴィラ（上階） 18,000 円/回

※通水作業がされていない場合は、別途水出し作業が必要です。

■クリーニング・レンタルサービス

金　額　（税抜）

掛け・敷き布団 丸洗い 綿、シングル 3,500 円/枚

羽毛、羊毛 4,000 円/枚

毛布 丸洗い アクリル一重 700 円/枚

ウール、アクリル二重 900 円/枚

枕 丸洗い エステル・そば 800 円/個

タオルケット 440 円/枚

布団セット ５点 羽毛掛け・綿敷き布団、毛布、枕、シーツ 3,500 円/組

シーツセット ３点 シーツ、ピロケース、浴衣 620 円/組

２点 シーツ、ピロケース 340 円/組

掛け布団 1,300 円/枚

敷き布団 1,500 円/枚

毛布 500 円/回

洋服 ジャケット 850 円/枚

ズボン 500 円/枚

Yシャツ 250 円/枚

ポロシャツ 500 円/枚

搬出・搬入手数料：500円/回

■点検サービス

金　額　（税抜）

来荘前点検 随時 1,500 円/回

2,000 円/回

帰荘後点検 随時 1,500 円/回

2,000 円/回

オプション点検 随時 窓開け、窓閉め 雨戸は除く 1,500 円/回

除湿機の点検 1,500 円/回

故障点検 随時 1,500 円/回

株式会社　東急リゾートサービス

蓼科東急タウンセンター

お問い合わせ　TEL　０２６６-６９-３２１１

メニュー 内　容

水道・電気・ガスの使用点検

ガス灯油等の残量確認、ブレーカー点検

各種点検

※消耗品や部品など、商品代金は別途となります。

※専門的な工事が必要となる場合は、ご相談の上、別途対応いたします。

水道・電気・ガス点検、施錠確認

ガス灯油等閉め、ブレーカー点検、施錠確認

水道・ガス・電気設備の点検調整、手配が必要な場合の対応

布団乾燥 搬出・搬入別途乾燥のみ 工場に引取り

その他クリーニング 搬出・搬入別途

メニュー

寝具クリーニング

内　容

寝具レンタル 搬出・搬入別途

搬出・搬入別途

ルームクリーニング

メニュー

7,000 円 増/回全て

窓ガラス清掃

戸建 20,000 円/回
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■ニーズサポートサービス

金　額　（税抜）

バルサン散布 随時 2,000 円/回

ハチ駆除 随時 別途見積

アリ駆除 随時 別途見積

ネズミ駆除 随時 別途見積

トイレ詰り清掃 随時 5,000 円/箇所

汚水桝の清掃 随時 10,000 円/箇所

立会い 随時 1,500 円/回

配達 随時 1,500 円/回

コピー・FAXサービス 随時 20円/枚(税込)

200円/回(税込)

100円/回(税込)

■ガーデンサービス

金　額　（税抜）

下草刈 随時 100 円/㎡

樹木剪定・伐採 別途見積

切枝・刈草処分 2,000 円/車

庭園管理 定期 芝刈、施肥、剪定、目土、除草剤散布など 別途見積

ガーデニング・植栽 随時 別途見積

造園・外構工事 別途見積

■リフォームサービス

金　額　（税抜）

表替 7,000～円/枚

新畳 縁有り ３尺×６尺　国産ワラ床、上級 10,000～円/枚

縁無し 12,000～円/枚

貼替 普通紙 3,000～円/枚

強化紙 4,500～円/枚

貼替 6,000～円/面

株式会社　東急リゾートサービス

蓼科東急タウンセンター

お問い合わせ　TEL　０２６６-６９-３２１１

障子

３尺×６尺　国産普及品

３尺×３尺　国産ワラ床、上級

各種内装工事、外装工事、設備工事、増改築工事はお客様のご要望をお伺いさせていただき、見積・プラン提案致します。
その他

ガーデニング工事・樹木植栽

アプローチ改修、石組み、土留め、駐車場工事など

襖
３尺×６尺　新鳥の子紙（サンプルの中から選択）

※引手交換・建付けの調整等が必要な場合は、別途お見積いたします。

３尺×６尺　普通紙　無地

３尺×３尺　タフトップ

メニュー 内　容

畳

※商品代金は別途となります。

緑化サポート

※草丈等により異なる場合は別途見積となります

軽トラック１車分

枝払い、枯木処理

エクステリア工事

FAX受信

その他

メニュー 内　容

（売店販売商品）

FAX送信

モノクロコピー（A４まで）

荷物の搬出入や工事の立会い

（ご購入された家具・家電製品の搬入や工事の立会い・確認など）

メニュー

種類や発生場所により費用が異なる場合があります

内　容

４部屋まで

お部屋の大きさにより費用が異なる場合があります。

種類や発生場所により費用が異なる場合があります

トラブル対応

害虫駆除・害獣対策

種類や発生場所により費用が異なる場合があります

当社スタッフにより対応可能な場合

※消耗品や部品など、商品代金は別途となります。

※専門的な工事が必要となる場合は、ご相談の上、別途対応いたします。

※消耗品や部品など、商品代金は別途となります。　※お急ぎの場合はお電話にてお見積金額をお伝えいたします。

※駆除に伴う外板・雨戸板等の修復、穴塞ぎ等の工事費は、ご相談の上別途対応いたします。

電球やトイレットペーパーなどの消耗品のお届け

当社スタッフにより対応可能な場合
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■寒冷地サービス

金　額　（税抜）

水出し 点検 1,500 円/回

標準作業 給湯器を含む 3,500 円/回

オプション 1,000 円/回

水抜き 点検 1,500 円/回

標準作業 給湯器を含む 5,000 円/回

オプション 1,000 円/回

凍結対応 解氷作業 4,000 円/箇所

不凍液 3,100円/個(税込)

除雪作業 随時 別途見積

株式会社　東急リゾートサービス

蓼科東急タウンセンター

お問い合わせ　TEL　０２６６-６９-３２１１

メニュー

ウォシュレット

内　容

点検のみ（作業なし）

ウォシュレット

点検のみ（作業なし）

※積雪状況により金額が変動いたします。

当社スタッフにより対応可能な場合

５リットル容器にて販売

凍結防止

駐車場・アプローチ
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