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お問い合わせ先について
● 各商品の内容や仕様、配送状況などについてのお問い合わせ
→ 株式会社ベアーズ（以下）までご連絡ください。
03-5640-0211 受付／10:00～20:00 月～金曜
● 商品コードや注文方法などについてのお問い合わせ
→ うちもストア・うちもキーピングサイト下部の
「お問い合わせ」より、ご連絡ください。

エアコン清掃（壁掛け標準型／お掃除機能なし）
商品コード
A00G

1288

000

ご利用料金

003 01

14,190 円相当

【サービス利用可能エリア】
北海道,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,石川県,福井県,愛知県,
三重県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,岡山県,広島県,香川県,愛媛県,福岡県,鹿児島県
※サービスエリア対応可能外の市区町村もございます。詳しくは下記までお問合せ下さい。
お問合せフォーム：https://www.happy-bears.com/contact
コールセンター
：0120 552 445 (9:00～20:00 365日)

【サービス内容】
本サービスのご注文完了後、ベアーズの担当スタッフが、登録されているお客様の連絡先にご連
絡をいたします。訪問希望日をお知らせください。
※ご連絡はご注文日の翌日(ベアーズの休業日の場合は翌営業日)までに差し上げます。

【サービス情報】
所要時間：エアコン（壁掛け標準型） 1箇所あたり 約1.5 2時間
交通費 ：本サービスに含まれております。
※ニオイが強い場合は、完全に取り切れない場合がございます。
※エアコン清掃は製造後8年以内の製品に限らせていただきます。

【サービス詳細】
◆清掃箇所
カバー、フィルター、熱交換機、送風向ドラム
◆清掃のメリット
1. 内部までの分解洗浄で、ホコリ、カビ、花粉等が除去され、エアコンからの風が爽やかになります。
2. ニオイ軽減、アレルギー防止にも効果があります。
3. エアコンの送風を遮るホコリ等を除去しますので、風量、冷暖房効率がアップし省エネになります。
◆清掃手順
1. 分解
： 動作確認を実施後、洗浄液や汚れが飛び散らないようエアコン周辺を養生しエアコンを分解
2. 本体洗浄： ホコリをしっかり除去し、内部を専用の薬剤を塗布し、高圧洗浄
3. 部品洗浄： 取り外した部品を洗浄し、その間に内部を乾燥
4. 動作確認： 取り外した部品を取り付け、動作を確認
【ご注意】
※本サービス以上のご要望、追加オプション等については、現金でのお支払いとなります。
※ご注文後、キャンセルはできません。

【この商品についてのお問い合わせ】
提携会社： 株式会社ベアーズ
03-5640-0211 受付／10:00～20:00 月～金曜
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エアコン清掃（壁掛け標準型／お掃除機能付き）
商品コード
A00G

1288

000

ご利用料金

004 01

21,780 円相当

【サービス利用可能エリア】
北海道,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,石川県,福井県,愛知県,
三重県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,岡山県,広島県,香川県,愛媛県,福岡県,鹿児島県
※サービスエリア対応可能外の市区町村もございます。詳しくは下記までお問合せ下さい。
お問合せフォーム：https://www.happy-bears.com/contact
コールセンター
：0120 552 445 (9:00～20:00 365日)

【サービス内容】
本サービスのご注文完了後、ベアーズの担当スタッフが、登録されているお客様の連絡先にご連
絡をいたします。訪問希望日をお知らせください。
※ご連絡はご注文日の翌日(ベアーズの休業日の場合は翌営業日)までに差し上げます。

【サービス情報】
所要時間：エアコン（壁掛け標準型）おそうじ機能付き 1箇所あたり 約2 2.5時間
交通費 ：本サービスに含まれております。
※ニオイが強い場合は、完全に取り切れない場合がございます。
※エアコン清掃は製造後8年以内の製品に限らせていただきます。

【サービス詳細】
◆清掃箇所
カバー、フィルター、熱交換機、送風向ドラム
◆清掃のメリット
1. 内部までの分解洗浄で、ホコリ、カビ、花粉等が除去され、エアコンからの風が爽やかになります。
2. ニオイ軽減、アレルギー防止にも効果があります。
3. エアコンの送風を遮るホコリ等を除去しますので、風量、冷暖房効率がアップし省エネになります。
◆清掃手順
1. 分解
： 動作確認を実施後、洗浄液や汚れが飛び散らないようエアコン周辺を養生しエアコンを分解
2. 本体洗浄： ホコリをしっかり除去し、内部を専用の薬剤を塗布し、高圧洗浄
3. 部品洗浄： 取り外した部品を洗浄し、その間に内部を乾燥
4. 動作確認： 取り外した部品を取り付け、動作を確認
【ご注意】
※本サービス以上のご要望、追加オプション等については、現金でのお支払いとなります。
※ご注文後、キャンセルはできません。

【この商品についてのお問い合わせ】
提携会社： 株式会社ベアーズ
03-5640-0211 受付／10:00～20:00 月～金曜
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エアコン清掃（天井埋め込み型／お掃除機能なし）
商品コード
A00G

1288

000

ご利用料金

005 01

31,240 円相当

【サービス利用可能エリア】
北海道,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,石川県,福井県,愛知県,
三重県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,岡山県,広島県,香川県,愛媛県,福岡県,鹿児島県
※サービスエリア対応可能外の市区町村もございます。詳しくは下記までお問合せ下さい。
お問合せフォーム：https://www.happy-bears.com/contact
コールセンター
：0120 552 445 (9:00～20:00 365日)

【サービス内容】
本サービスのご注文完了後、ベアーズの担当スタッフが、登録されているお客様の連絡先にご連
絡をいたします。訪問希望日をお知らせください。
※ご連絡はご注文日の翌日(ベアーズの休業日の場合は翌営業日)までに差し上げます。

【サービス情報】
所要時間：エアコン（天井埋め込み型）1箇所あたり 約1.5 2.5時間
交通費 ：本サービスに含まれております。
※ニオイが強い場合は、完全に取り切れない場合がございます。
※エアコン清掃は製造後8年以内の製品に限らせていただきます。

【サービス詳細】
◆清掃箇所
カバー、フィルター、熱交換機、送風向ドラム
◆清掃のメリット
1. 内部までの分解洗浄で、ホコリ、カビ、花粉等が除去され、エアコンからの風が爽やかになります。
2. ニオイ軽減、アレルギー防止にも効果があります。
3. エアコンの送風を遮るホコリ等を除去しますので、風量、冷暖房効率がアップし省エネになります。
◆清掃手順
1. 分解
： 動作確認を実施後、洗浄液や汚れが飛び散らないようエアコン周辺を養生しエアコンを分解
2. 本体洗浄： ホコリをしっかり除去し、内部を専用の薬剤を塗布し、高圧洗浄
3. 部品洗浄： 取り外した部品を洗浄し、その間に内部を乾燥
4. 動作確認： 取り外した部品を取り付け、動作を確認
【ご注意】
※本サービス以上のご要望、追加オプション等については、現金でのお支払いとなります。
※ご注文後、キャンセルはできません。

【この商品についてのお問い合わせ】
提携会社： 株式会社ベアーズ
03-5640-0211 受付／10:00～20:00 月～金曜
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換気扇（レンジフード）清掃
商品コード
A00G

1288

000

ご利用料金

002 01

17,600 円相当

【サービス利用可能エリア】
北海道,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,石川県,福井県,愛知県,
三重県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,岡山県,広島県,香川県,愛媛県,福岡県,鹿児島県
※サービスエリア対応可能外の市区町村もございます。詳しくは下記までお問合せ下さい。
お問合せフォーム：https://www.happy-bears.com/contact
コールセンター
：0120 552 445 (9:00～20:00 365日)

【サービス内容】
本サービスのご注文完了後、ベアーズの担当スタッフが、登録されているお客様の連絡先にご連
絡をいたします。訪問希望日をお知らせください。
※ご連絡はご注文日の翌日(ベアーズの休業日の場合は翌営業日)までに差し上げます。

【サービス情報】
所要時間：レンジフード（換気扇）1箇所あたり 約2時間
交通費 ：本サービスに含まれております。
※油汚れと塗装面の状態により、塗装が剥がれてしまう場合がございます。その場合はお客様とご相談のうえ、作業をさせて
いただきます。
※レンジフードの構造上、分解ができない場合がございます。予めご了承ください。

【サービス詳細】
◆清掃箇所
カバー、溝、フィルター、照明カバー
◆清掃のメリット
1. 専用洗剤を用いて、落ちにくい油汚れも綺麗に落とします。
2. 換気効率がアップし、音も静かで吸い込みがよくなります。換気扇の寿命にも影響します。
◆清掃手順
1. 分解： キッチン周りを養生し、動作確認後、カバー、ファン等を取り外します。
2. つけ置き： 取り外した部品を専用洗剤につけ置きし、汚れを浮かします。
3. 内部清掃： 取り外せない内部や照明カバー、周辺壁を、洗剤で丁寧に清掃します。
4. つけ置き部品洗浄： つけ置きした部品を洗って拭き上げ、とりつけて動作を確認します。
【ご注意】
※本サービス以上のご要望、追加オプション等については、現金でのお支払いとなります。
※ご注文後、キャンセルはできません。

【この商品についてのお問い合わせ】
提携会社： 株式会社ベアーズ
03-5640-0211 受付／10:00～20:00 月～金曜
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バスルーム（浴室）清掃
商品コード
A00G

1288

000

ご利用料金

001 01

19,910 円相当

【サービス利用可能エリア】
北海道,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,石川県,福井県,愛知県,
三重県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,岡山県,広島県,香川県,愛媛県,福岡県,鹿児島県
※サービスエリア対応可能外の市区町村もございます。詳しくは下記までお問合せ下さい。
お問合せフォーム：https://www.happy-bears.com/contact
コールセンター
：0120 552 445 (9:00～20:00 365日)

【サービス内容】
本サービスのご注文完了後、ベアーズの担当スタッフが、登録されているお客様の連絡先にご連
絡をいたします。訪問希望日をお知らせください。
※ご連絡はご注文日の翌日(ベアーズの休業日の場合は翌営業日)までに差し上げます。

【サービス情報】
所要時間：バスルーム（浴室） 1箇所あたり 約2～2.5時間
交通費 ：本サービスに含まれております。
※高圧洗浄でない場合のエプロン内部清掃は手の届く範囲内での清掃となります。
※基本作業の換気扇清掃は、表面とフィルターのみの対応となります。
※パッキンや目地に入り込んだカビや鏡のウロコは、状態により完全に取りきれない場合がございます。
※エプロンカバーが外せないものもございます。
【サービス詳細】
◆清掃箇所
天井、換気扇、壁4面、シャワー掛け、シャワー本体、蛇口、鏡、エプロンカバー、エプロン内部、温度調節機、扉、床、排
水口、洗面器、椅子、窓、照明
◆清掃のメリット
1. 天井、照明、換気扇、壁、排水口等、ご家庭ではお掃除しにくい箇所も綺麗にします。
2. 汚れに応じた特殊な専用洗剤を使用し、こびりついた水アカや石けんカス、皮脂汚れ、カビ、鏡のウロコ等の頑固な汚れ
も落とします。
◆清掃手順
1. 全体清掃 ： バスルームの入り口を養生し、壁・天井・床・排水口等を専用洗剤で洗っていきます。
2. 浴槽清掃 ： 浴槽内のこびりついた水垢や石けんカスを落とします。
3. パーツ清掃： シャワーヘッドや照明等取り外し可能なものは外して洗います。
4. 仕上げ ： 全体の水分を拭き上げ、鏡・小物類も磨き上げます。
【ご注意】
※本サービス以上のご要望、追加オプション等については、現金でのお支払いとなります。
※ご注文後、キャンセルはできません。
【この商品についてのお問い合わせ】
提携会社： 株式会社ベアーズ
03-5640-0211 受付／10:00～20:00 月～金曜
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家事代行サービス

初回お試しプラン
商品コード
A00G

1288

000

ご利用料金

006 01

10,817 円相当

【サービス利用可能エリア】
北海道(札幌市・江別市・北広島市)、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、福岡県（福岡市）
※サービス対応可能外の市区町村もございます。詳細は、以下お問い合わせ先までご連絡ください。

【サービス内容】
本サービスのご注文完了後、ベアーズの担当スタッフが、登録されているお客様の連絡先にご連
絡をいたします。訪問希望日をお知らせください。
※ご連絡はご注文日の翌日(ベアーズの休業日の場合は翌営業日)までに差し上げます。

【サービス情報】
所要時間 ：3時間
交通費
：本サービスに含まれております。
サービス概要：買い物、片付け、アイロンがけ、荷物受け取り、クリーニングの受け渡し、
掃除機がけ、布団干し、部屋の換気、靴磨き等
ご注意
：家事代行のご利用が初めての方に限ります。
本サービス提供時にベアーズの家事代行スタッフに営業担当が同行しまして
無料でご説明・カウンセリングを実施いたします。(所要時間：約0.5時間)
【サービス詳細】
◆対象サービス
掃除機がけ、雑巾がけ、お風呂掃除、トイレ掃除、キッチン・水周り掃除、食器洗い、洗濯、ごみ出し、窓拭き、料理、
買い物、片付け、アイロンがけ、布団干し、ベッドメイク、靴磨き、お子様の送り迎え、病院の付き添い、郵便・荷物の
受け取り、クリーニングお受け渡し、不在中の部屋の換気、ペットの世話、庭の掃除、庭木の水やり、草むしり、パー
ティーの飾りつけ、引越しの手伝い等
【ご注意】
※本サービス以上のご要望、追加オプション等については、現金でのお支払いとなります。
※ご注文後、キャンセルはできません。

【この商品についてのお問い合わせ】
提携会社： 株式会社ベアーズ
03-5640-0211 受付／10:00～20:00 月～金曜
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