
それはエアコンの「ニオイ」ではなく

カビの「臭い」の可能性が。
それはエアコンの「ニオイ」ではなく

カビの「臭い」の可能性が。

ニオイがしたら危険信号！？
エアコンを点けることで

カビは「あっという間」に部屋中に拡散する可能性が。

エアコンクリーニング

トク
キャンペーン

エアコンを「使う前」に「お得に」
クリーニングしましょう！

だから！ 

フィルターのその奥、エアコン内部
まで分解して高圧洗浄！
専用の洗剤と大量の水を使って奥
の汚れまでゴッソリ落とします！

こんなに
汚れが…

フィルターのおそうじだけでは、
内部の汚れやカビは落とせません！

分 解
洗 浄

プロの技術で、表面のパーツを分解して洗浄
します。ご家庭では洗浄が難しい内部のアルミ
フィンまで徹底的に洗浄させていただきます。

カビやニオイも
徹底洗浄！※1

※1 全てのカビを除去するものではありません。
※汚れの状況により、完全に除去できない場合がございます。

＜クリーニング範囲＞エアコン本体/アル
ミフィン/送風ファン/外装パネル/フィル
ター
＜所要目安時間＞約２時間

プロの技術と専用機材による分解洗
浄で、ご家庭では掃除が難しい奥の
奥まで、徹底洗浄いたします。

＜クリーニング範囲＞エアコン本体/アル
ミフィン/送風ファン/外装パネル/フィル
ター/お掃除ユニット
＜所要目安時間＞約3～4時間

おそうじ機能付きでも、中にはフィ
ルターしか掃除しないものも。見た
目はキレイでも、内部はカビやほこり
だらけかもしれません。

＜クリーニング範囲＞エアコン本体/外装
パネル フィルター/アルミフィン/送風フ
ァン/ドレンパン
＜所要目安時間＞約2～3.5時間

お手入れの難しい天井埋込型エア
コンを、分解洗浄でフィルターから
アルミフィンまで徹底的に洗浄いた
します。

壁掛けタイプ
（お掃除機能なし）

壁掛けタイプ
（お掃除機能あり）

天井埋め込みタイプ
（お掃除機能なし）

 1台10,890円  1台18,810円  1台24,750円

ハウスクリーニングのお申込み・お問い合わせ先は外面をご確認ください！

防カビコーティング スチーム除菌室外機クリーニング

【室外機】※天吊りタイプ、屋根置きタイプなどは対応できません。　【防カビコーティング】※使用状況により防カビコーティングの効果期間は異なります。※全てのカビや菌を抑制するものではありません。
【スチーム除菌】※全ての菌を除去するものではありません。

エアコンオプションメニュー

1台+1,045円1台+3,135円1台+5,225円

※オプションのみのご注文はお受付しかねます。

※天井埋め込みタイプの場合は8,360円（税込）となります。 ※天井埋め込みタイプの場合は5,225円（税込）となります。

エアコンクリーニング

トク
キャンペーン

お申込み期間：5/1～6/30

夏のエアコンシーズンがはじまる7～9月は
お客様のご希望日時にお応えしづらい時期。
本格的に使い始める前の 5 月・6月が狙い目です。
しかも、今ならエアコンクリーニングを
お得なキャンペーン価格でご提供いたします。

どうして今が
おトクなの？

防カビコーティングは、安全かつ高性能な
コーティング剤を塗布することでカビや雑
菌からエアコン内部を守ります。

外に設置された室外機が砂ボコリなどの汚
れで目詰まりすると、消費電力の増加に繋
がり、エアコン故障の原因にも!

エアコン洗浄後に130℃の高温スチーム
を使用して除菌します。カビなどの菌を徹
底的に取り除きたい方にオススメです。

防カビ
防臭・消臭
抗　菌 徹底除菌

省エネ
節　電

※表示価格は全て税込価格となります。

キャンペーン価格 キャンペーン価格 キャンペーン価格
※1：天井埋め込み（お掃除機能付き）タイプの場合は32,670円（税込）となります。※製造から9年以上経過しているエアコンは、メーカーが部品の製造を終了しておりますので、サービスをお断りさせていただく場合、も
しくはサービスを保証できない可能性がございます。ご了承ください。※一部の機種は対応できない可能性がございます。可能な限り、ご注文時にエアコンのメーカーや型番をお申し出ください。※富士通製のノクリアXシ
リーズは、分解にお時間をいただくため、対応できない可能性や、別途ご料金をいただくケースがございます。詳しくは担当者へお申し出下さい。

キャンペーン価格 キャンペーン価格 キャンペーン価格

※1
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浴室クリーニング

＜クリーニング範囲＞浴槽／天井／照明／窓（室内側のみ）／蛇口／シャワー／壁面／床／
扉／鏡／換気扇フィルター／換気扇カバー（内部は含まず） 
＜所要目安時間＞約2時間

【浴室クリーニング】※窓外面はサービスに含みません。　※ヘアカラーなどの塗料、カルキや皮脂が石灰化した汚れ、パッキンやタイルのヒビに染み込んでしまったカビ・サビ汚れなどの汚れは取れない可能性がございます。　
※鏡やタイルについた強固な水アカ除去などは、ご提供させていただくサービス内容によっては追加料金が発生します。【浴室乾燥機クリーニング】※壁掛けタイプは対応できません。

浴室は水アカなど、様々な汚れ
が付着しやすい場所です。
プロ独自の洗浄剤を使用する
ことで、素材に優しくピカピカ
に仕上げます。

 16,500一式 円

●写真はイメージです

2022年5月吉日

居住者様 各位

株式会社ライフポート西洋
リビングサービス部

お申込み期間　2022年5月1日(日)～2022年6月30日(木)迄

拝啓　皆様におかれましては時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　

このたび、弊社の清掃関係の協力会社である

HITOWAライフパートナー株式会社による

「エアコンクリーニング早トクキャンペーン」をご案内させていただきます。

　

2022年6月30日（木）までお申し込み可能なキャンペーンです。

是非この機会にご利用ください。よろしくお願い申し上げます。

敬具

ライフポート西洋管理物件へお住まいの方へ

0120-249-115
HITOWAライフパートナー株式会社 ハウスクリーニング受付ダイヤル

〒106-0032東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー19階
お問い合わせ 受付時間：9時～20時/土日祝日9時～18時（年末年始を除く）

▼ハウスクリーニングのお申込み・お問い合わせ先はこちら▼

お問い合わせ・お申込みされたお客様の個人情報は、 HITOWAホールディングス株式会社、HITOWAライフパートナー株式会社とサービス
実施業者、株式会社ライフポート西洋の範囲内でホームページ等の定めに従い利用いたします。以下URLをご確認ください。
https://secure.osoujihonpo.com/raccoon_policy_terms/011lifeport/

※本サービスは、お客様とHITOWAライフパートナー株式会社またはサービス実
施業者とのご契約となります。

※汚れとサービス範囲に応じて別途お見積りをさせて頂く場合がございます。※サービス内容と価格は予告なく変更
する場合がございます。※電気・水道・ガス・洗浄スペースを無償でお借りします。※年式・機種・設置状況などによって
対応できない場合がございます。※汚れの状況により、完全に除去できない場合がございます。※オプションメニュー
を含む金額は一台および一式あたりの金額となります。

ご注文の流れ

専用ページURL：https://partner.racn.jp/estimate/lifeport/cp2205

担当業者より日程調整のご連絡 クリーニング実施！

21 3

右記二次元コードを読み取る

※ご依頼が混み合う可能性がございますので、WEBからのお申込みをオススメいたします。

その他クリーニング

換気扇（レンジフード）クリーニング

換気扇を分解洗浄し、

しつこい油汚れも
しっかりと洗浄します。

＜クリーニング範囲＞外装カバー／本体内部／ファン／
フィルター／ファンハウジング 
＜所要目安時間＞約2時間

換気扇に油汚れやホコリが溜まると、換気効率が悪
くなり、部屋の中にニオイが溜まりやすくなります。
プロはファンやフィルターにこびりついた油汚れま
で、分解して徹底洗浄いたします。

 16,5001台 円

●写真はイメージです

※塗装が劣化している場合、剥がれる事がございますので、サービス前にご案内いたします。　※アイランド型や強い油汚れの除去等はオプションとなります。

オプションメニュー

浴室乾燥機クリーニング
＜クリーニング範囲＞
カバー／フィルター／アルミフィン／ファン
＜所要目安時間＞約1時間

 +7,700円浴室一式

11,000円単品/1台

換気効率をアップ !

※表示価格は全て税込価格となります。


