（価格は税込となります。）

項

目

内

容

通常料金

詳

細

駆 けつけ サポート
パッキン交換

4,400円～ 蛇口からの水漏れ

トイレ詰まり

4,400円～ トイレの水の詰まり

水廻りのトラブル 混合栓交換工事（材料費別）

11,000円～ 浴室や洗面所の蛇口の交換

シャワー水栓交換工事（材料費別）

11,000円～ 浴室や洗面所のシャワーノズルの交換

排水管洗浄
電気のトラブル

鍵のトラブル

ガラスのトラブル
車のトラブル

お見積り・ご提案無料 排水が流れにくい、排水溝からのにおい

スイッチ交換

4,400円～ 古くなったスイッチパネルの交換

コンセント交換

4,400円～ 古くなったコンセントパネルの交換

電気のトラブル調査

3,300円～ 突然電気が消えた際の漏電確認等、電気のトラブル

シリンダー交換 ※現場による

38,500円～ 鍵（シリンダー）の交換

開錠（破壊） ※状況による

14,300円～ 鍵を紛失して家に入れない

ガラスの交換（1枚・900×900 厚さ3mm）

22,000円～ ガラスが割れてしまった

合鍵作製

1,750円～ 鍵の本数を増加

サッシ調整

3,300円～ 窓の動きが悪い、開きにくい

車のバッテリーチャージ

1,650円～ 車のバッテリー上がり

安心 サポート
鍵のお預かり

鍵のお預かりサービス（年間）
玄関鍵の開閉（1回）

防犯サービス

安心サービス

空気管理

年間
※年３回まで無料
それ以降

6,600円～ ご自宅の鍵のお預かり
1,650円～ 玄関の鍵を閉め忘れてお出かけしてしまった際の施錠

戸締り確認（1回）

1,650円～ 外出先でご自宅の鍵をかけたかご心配な時の施錠確認

敷地内巡回（1回）

1,650円～ ご自宅の敷地内の巡回

郵便物取込（1回）

1,650円～ ポストから郵便物があふれないように回収

鉢植散水（1回）

1,650円～ 外出時のお庭の鉢植えの水やり

電気・ガスの消し忘れ確認（1回）

1,650円～ コンロやストーブ・エアコンなどの消し忘れを確認

回覧板回送（1回）

1,650円～ 長期の外出時、回覧板をお隣へ回送

安否確認（1回）

2,200円～ ご家族の依頼による安否確認

風通し・水通し・清掃作業（月1回）

9,900円～ 空家の風通し・水通し・清掃作業

快 適生活 サポート
網戸張替（1枚）

5,500円～ 網戸が古くなった、破れ

障子張替（1枚）

6,600円～ 障子が古くなった、破れ

襖張替（1枚）

9,900円～ 襖が古くなった、破れ

住まいのお手入れ 畳表替え（1枚）

お庭のお手入れ

8,800円～ 古くなった畳の表替え

電球交換（電球支給）

3,300円～ 高いところ等の電球交換

家具の移動（1時間/1名）

3,300円～ 模様替えや大掃除の際の家具の移動

軽作業

3,300円～ ドアの調整や家具の組立など、簡単な作業

剪定（1本・2mまで）

3,080円～ 2m以上の高木の場合は、別途ご相談下さい。

消毒（1回）

3,190円～ ご自宅のお庭の消毒

肥料やり（1回）

3,080円～ ご自宅のお庭の肥料やり

草刈（1㎡・機械刈）

330円～ 空き地等を機械による草刈

草取り（1㎡・手取り）

880円～ お庭の草取り

芝刈（1㎡・機械刈）

330円～ お庭の芝刈り

植木の植え替え（1本）

3,300円～ お庭の植木の植え替え

植木の伐採、処分（1本）

5,280円～ お庭の植木の伐採から処分

芝貼り（1㎡）

2,200円～ お庭の芝生貼り

防草シート敷き（1㎡）

1,320円～ お庭に雑草が生えにくい様に、シートの設置

（価格は税込となります。）

項

目

内

容

通常料金

詳

細

快適生 活サ ポ ート
お庭のお手入れ
エクステリア
ガーデン
害虫駆除

砂利敷き（防草シート込・1㎡）

2,420円～ 防草シートを設置して、砂利の敷き詰め

防犯砂利敷き（1㎡あたり）

7,700円～ 防草シートを設置して、音の出やすい砂利の敷き詰め

エクステリアリフォーム

お見積り・ご提案無料 門柱や玄関のアプローチ・ウッドデッキ等お庭に関わるリフォーム

外廻りの洗浄

16,500円～ 擁壁や外階段などの高圧洗浄

スズメバチ駆除

33,000円～ 軒先などにスズメバチの巣が出来た

ヘビの駆除

5,500円～ 庭にヘビが出た

その他害虫駆除（ムカデ・アリなど）

5,500円～ アリ・ムカデ・ネズミなどの害虫・害獣の駆除

割引情報

無料 ユーカリが丘内の商業施設の割引情報の案内

イベント情報

無料 ユーカリが丘内で開催される様々なイベント情報の案内

保育園・学童保育情報

無料 ユーカリが丘内の保育園や学童保育の情報のご案内

ユーカリが丘

ユーカリが丘線運行状況

無料 運休やダイヤの変更等運行状況のご案内

生活サポート

不動産購入・売却・賃貸

ご相談無料 お住まいの購入や売却・賃貸のご相談

不動産運用

ご相談無料 不動産資産の運用と不動産に関わる税務相談

天然水販売（24L）
住まいのリフォーム

2,640円 富士山麓のおいしい水の販売

暮ら し変 えサ ポ ート

お見積り・ご提案無料 間取り変更から、トイレの交換等、ご自宅のリフォーム

暮らし変え

インテリア販売

お見積り・ご提案無料 ソファーや照明器具等のインテリアの提案

サービス

外壁・屋根塗装

お見積り・ご提案無料 建物維持のため外壁や屋根の塗装

家具等の移動

お見積り・ご提案無料 ご自宅内の家具等の移動

2,200円 エアコンフィルターを専門スタッフが清掃

エアコンフィルター清掃（防カビコーティング）
エアコンクリーニング（シンプルエアコン）

※10年以内
の物に限る

エアコンクリーニング（お掃除機能付エアコン）

※10年以内
の物に限る

換気扇清掃

クリーニング

15,400円～ エアコン室内機を専門スタッフが洗浄

16,500円～ キッチンや浴室などの換気扇を専門スタッフが清掃

浴室清掃

ハウス

11,000円～ エアコン室内機を専門スタッフが洗浄

19,800円～ 浴室を専門スタッフが清掃

トイレ清掃

4,950円～ トイレを専門スタッフが清掃

洗面所清掃

7,700円～ 洗面所を専門スタッフが清掃

フローリングシャンプー（1部屋）

5,500円～ フローリングを専門スタッフが清掃

じゅうたんシャンプー（1部屋）

5,500円～ じゅうたにゃタイルカーペットを専門スタッフが清掃

台所清掃（レンジフード込）

27,500円～ 台所まわりを専門スタッフが清掃

台所清掃（レンジフード別）

11,000円～ 台所まわりを専門スタッフが清掃

窓ガラス・サッシクリーニング（1箇所，網戸含む）
ベランダの水洗い（～５平方メートル）

家事代行サービス（1時間）
家事代行サービス（2時間）

2,200円～6,600円 窓ガラス・サッシを専門スタッフが清掃
11,000円～ バルコニーを専門スタッフが清掃
4,400円 掃除機がけ等日常の簡易的な清掃
6,600円 掃除機がけ等日常の簡易的な清掃

サポ ート プラ ス

宿泊サービス

ウィシュトンホテルでのご宿泊（1名）

6,944円～ ご友人・ご親戚のご宿泊

レセプション

ご宴会

ご提案無料 お祝い事など目的に併せたご宴会

サービス

会議・会合

ご提案無料 規模や目的に併せた会議・会合

介護関連

介護相談

ご提案無料 ご本人様やご親戚様の介護相談をユーカリ優都会がご対応致します。

