
※2016年１月１日時点の価格となります。

【ご注意事項】

※
※
※
※

※
※

生活トラブルサポートサービス

▼水まわり

〇トイレ

ＪＢＲ社一般価格

(税別)

軽度の詰まり ¥8,000

専用器具／ローポンプ使用 ¥11,000

専用器具／ハイスパット使用 ¥15,000

便器脱着作業 ¥23,000

便器脱着作業+フランジパテ追加 ¥25,000

トーラー機使用（3mまで） ¥15,000
薬剤使用時は別途費用発生します。
3m超1m辺り：2,000円

高圧洗浄機使用（3mまで） ¥22,000
薬剤使用時は別途費用発生します。
3m超1m辺り：3,000円

トイレの水漏れ 調整作業 ¥4,000
追加修理作業：5,000円
(4作業に追加して一ヶ所当たり)
材料費別途要

水が止まらない パッキン交換等 ¥8,000
タンク内部品交換
(タンク脱着無し)

¥12,000

タンク内部品交換
(タンク脱着有り)

¥16,000

シャワートイレ取付 ¥8,000 材料費別途要

　〃　（お客さまが別途購入された場合） ¥11,000 -

取り外し品処分費 ¥3,000 -

洋風便器交換 ¥27,000

密結タンク交換 ¥14,000

隅付タンク交換 ¥19,000

取り外し品処分費 ¥7,000

〇浴室、洗面所、台所

ＪＢＲ社一般価格

(税別)

トーラー機使用
（3mまで）

¥15,000
薬剤使用時は別途費用発生します。
3m超1m当たり：2,000円

高圧洗浄機使用
（3mまで）

¥19,000
薬剤使用時は別途費用発生します。
3m超1m当たり：3,000円

調整作業等 ¥4,000

パッキン・スピンドル・スパウト等部品交換 ¥8,000 材料費別途要

カートリッジ交換 ¥12,000

単水栓(壁付)交換 ¥12,000

単水栓(デッキ式)交換 ¥12,000

混合水栓(壁付)交換 ¥14,000

混合水栓(デッキ式)交換 ¥16,000

混合水栓(ワンホール)交換 ¥16,000

浴室シャワーホース交換 ¥8,000

台所排水栓交換 ¥16,000 材料費別途要

台所排水ホース交換 ¥12,000

洗面トラップ交換 ¥16,000

フレキ管交換 ¥15,000

洗面化粧台交換工事 出張料4,000円＋現場お見積もり

化粧鏡交換 出張料4,000円＋現場お見積もり

食洗機分岐栓取付 出張料4,000円＋現場お見積もり

〇その他

ＪＢＲ社一般価格

(税別)

升清掃（一カ所） ¥9,000

水が出ない

備考

浴室・洗面所・台所の
詰まり、配管洗浄

シャワートイレ・便器の
お取り替え

材料費別途要

凍結に関するトラブル 出張料4,000円＋現場お見積もり 材料費、特殊作業料金は有料
※症状によっては対応できない場合があり
ます。漏水調査(調査のみで修繕不可になる場合有) 出張料4,000円＋現場お見積もり

その他台所・浴室

特殊作業料金は有料

ご依頼内容 作業内容詳細 備考

ご依頼内容 作業内容詳細

水漏れ修理・蛇口交換

下記料金表はあくまで概算の金額となり、正式な料金に関しましては現場見積後に確定致します。

ご依頼内容 作業内容詳細 備考

表示価格は、消費税を含まない税別表示となっております。
作業に伴い発生する部品代はお客様のご負担となります。（下記の一般価格には含まれていません）
60分を超える作業、特殊作業については、業務提携先のジャパンベストレスキューシステム株式会社（JBR社）が定めるところにより、別途費用が発生
することがあります。
作業費（修理部品代・特殊作業代など）および作業時間については、あらかじめお客様にご説明し、ご了承をいただいた上で作業を行います。
一般価格の中には、作業費および出張費が含まれています。
サービスカーの駐車スペースのご用意をお願いします。駐車できない場合は、有料駐車場を利用させていただきます。
その場合、駐車料金をご負担いただきます。

トイレ詰まり 薬剤使用時は別途費用発生します。

配管詰まり洗浄

料金表 



生活トラブルサポートサービス

▼鍵

〇建物

ＪＢＲ社一般価格

(税別)

3ピン（枚）以下 ￥8,000～

4ピン（枚）以下 ￥11,000～

5ピン（枚）以上 ￥13,000～

ハイセキュリティシリンダー ￥15,000～

特殊シリンダー ￥18,000～

簡易錠 ￥10,000～

内締り錠 ￥18,000～

特殊錠 ￥20,000～

故障・不具合 ￥20,000～

シリンダー・玉座・簡易錠 ￥10,000～

引き戸錠 ￥15,000～

錠前（付属のシリンダー・玉座の交換含む） ￥20,000～

簡易錠 ￥15,000～

面付錠 ￥25,000～ 材料費別途要

彫り込み錠 ￥40,000～

〇机・キャビネット

ＪＢＲ社一般価格

(税別)

〇金庫

ＪＢＲ社一般価格

(税別)

〇自動車

ＪＢＲ社一般価格

(税別)

〇二輪・自転車

ＪＢＲ社一般価格

(税別)

▼ガラス

ＪＢＲ社一般価格

(税別)
ガラス代はお客さま負担となります。
【ガラス代例】
横90センチ×縦90センチ以下の厚さ2ミリ
のガラスを1枚交換：ガラス代3,450円
(種類や大きさなどにより料金は変動)

メットイン開錠 ￥8,000～

ご依頼内容 作業内容詳細 備考

住宅ガラス・窓ガラスの交換、修理

【当日可能な作業の料金例】
●ガラスのサイズ横90センチ×縦90
センチ以下の厚さ2ミリのガラスを1枚
交換したい場合
3,450円(ガラス代) + 6,000円(施工料
金) + 6,000円(基本料金) = 15,450円
(合計)

●ガラスのサイズが横90センチ×縦
90センチ以下の厚さ3ミリの透明なガ
ラスを1枚交換したい場合
3,450円(ガラス代) + 8,500円(施工料
金) + 6,000円(基本料金) = 17,950円
(合計)

ご依頼内容 作業内容詳細 備考

ご依頼内容 作業内容詳細 備考

インロック開錠 ￥8,000～

ご依頼内容 作業内容詳細 備考

開錠 ￥8,000～

ご依頼内容 作業内容詳細 備考

開錠 現場お見積もり

防犯対策 現場お見積もり

ご依頼内容 作業内容詳細 備考

開錠

交換 材料費別途要

新規取付工事



ハウスクリーニングサービス

ＪＢＲ社一般価格

(税別)

現場お見積もり
サービスは一回あたり10,800円（税込）以
上で承ります。

\16,000～/1式
（1室：広さ４㎡、高さ2.4㎡未満）

作業時間 約2時間

\8,000～/1式
（1室：広さ2㎡未満）

作業時間 約1時間
サービスは一回あたり10,800円（税込）以
上で承ります。

\8,000～/1式
（一ヶ所：広さ４㎡未満）

作業時間 約1時間
サービスは一回あたり10,800円（税込）以
上で承ります。

\16,000～/1式
（一ヶ所：間口3ｍ未満）

作業時間 約2時間

小窓：0.5㎡未満
1,120円/１枚 784円/１枚

腰高窓：0.5～1㎡未満
1,680円/１枚 1,176円/１枚

掃き出し窓：1～2㎡未満
2,240円/１枚 1,568円/１枚

特大：2～3㎡未満
2,800円/１枚

サービスは一回あたり10,800円（税込）以
上で承ります。

床・カーペットのクリーニング

ガラス(サッシ・網戸)のクリーニング

キッチンのクリーニング

洗面所のクリーニング

トイレのクリーニング

浴室のクリーニング

ご依頼内容 作業内容詳細 備考


