
1R 1式 ¥18,000〜 ※30㎡以上の場合、㎡×600円
1K 1式 ¥19,000〜 ※35㎡以上の場合、㎡×550円
1DK 1式 ¥21,000〜 ※40㎡以上の場合、㎡×530円
1LDK 1式 ¥24,000〜 ※50㎡以上の場合、㎡×500円
1SLDK 1式 ¥26,000〜 ※55㎡以上の場合、㎡×480円
2K 1式 ¥25,000〜 ※45㎡以上の場合、㎡×560円
2DK 1式 ¥27,000〜 ※50㎡以上の場合、㎡×540円
2LDK 1式 ¥30,000〜 ※60㎡以上の場合、㎡×510円
2SLDK 1式 ¥34,000〜 ※70㎡以上の場合、㎡×490円
3LDK以上 1式 ¥38,000〜 別途見積もり
エアコン内部清掃 1台 ¥9,500〜 取付け方法、容量により変動あり

通常退去立会い 1部屋 ¥8,000
借家人賠償保険退去立会い 1部屋 ¥15,000

2022/3/1

蛇口工事

水道蛇口パッキン交換 一ヶ所 ¥1,000 ※水栓ケレップ・エスコマ・三角パッキン・Uパッキンなど
蛇口交換 一式 ¥4,500
水栓交換 一式 ¥9,500 ※単水栓のみ（混合線は別途見積）

洗濯機置き場

蛇口　洗濯ホース接続用ジョイント取付 一ヶ所 ¥1,000
スパウト取付（オートストップ無し） 一ヶ所 ¥2,500
スパウト取付（オートストップ有り） 一ヶ所 ¥3,500
エルボー取付 一ヶ所 ¥1,000 ※ホース止め金具付属のもの

ママさんホンポ　原状回復工事　料金表

水回り工事

ハウスクリーニング

退去立会い



トイレ

タンクパイプパッキン交換 一ヶ所 ¥1,200 ※給水管アジャストパッキン・ポールタップ弁・パッキン等
タンクパイプストレーナー清掃 一式 ¥1,200
タンクパイプストレーナー交換 一式 ¥1,500
ゴムフロート交換 一式 ¥3,500 ※交換後の調整含む
ボールタップ交換 一式 ¥8,500 ※交換後の調整含む
便座交換 一式 ¥12,000 ※サイズ・色により変更あり

UB
混合栓パッキン交換 一ヶ所 ¥1,000 ※水栓毛レップ・エスコマ・三角パッキン・Uパッキンなど
ハンドル交換 一ヶ所 ¥2,200〜 ※メーカー、仕様により変更あり
鍵交換 一ヶ所 ¥8,000〜 ※サイズにより変動あり
シャワーホース交換 一式 ¥4,500
シャワーヘッド交換 一式 ¥4,500
ホース・ヘッド交換 一式 ¥9,500



障子張替（規格サイズ内のもの） 1枚 ¥3,800
障子張替（オーダーサイズのもの） 1枚 ¥3,800
襖張替（規格サイズ内のもの） 1枚 ¥4,500
襖張替（オーダーサイズのもの） 1枚 ¥5,500
天袋（規格サイズ内のもの） 1枚 ¥3,500
天袋（オーダーサイズのもの） 1枚 ¥4,500

フローリング補修（小へこみ） 1ヶ所まで ¥7,000 クレオン
フローリング補修（中へこみor引きずり跡） 1ヶ所 20000〜 ※程度により変動あり
フローリング補修（えぐれ傷、深い引きずり跡） 1ヶ所 20000〜 ※程度により変動あり
フローリング張り（リフォーム用フロア上張り） 1㎡ 8500〜 ※下地処理、巾木別途
フローリング張替（全張替） 1㎡ ¥13,500~ ※下地処理、巾木別途
フローリング張替（部分張替） 1式 ¥30,000~ ※下地処理、巾木別途
ソフト巾木張替 1本 ¥500~ ※メーカー・品番により変動あり

和室関連工事

洋室関連工事



網戸張替（小） 1枚 ¥3,500
網戸張替（中） 1枚 ¥3,500 ※通常サッシサイズ
網戸張替（大） 1枚 ¥3,800 ※オーダーサイズのもの
蛍光灯交換(15形、18形、20形） 1本 ¥1,000
蛍光灯交換（40形） 1本 ¥1,000
コンセントプレート・スイッチプレート交換 1ヶ所 ¥1,200
コンセント・スイッチ交換 1ヶ所 ¥2,500
TVジャック交換 1ヶ所 ¥5,500
天井シーリング取付 1ヶ所 ¥5,500
土間CF張替 一式 ¥4,500〜 ※広さにより変動あり
クロス張替(20㎡以下） 一式 ¥30,000
CF張替 1㎡ ¥3,800
カーペット張替（パンチカーペット） 1㎡ ¥4,800
カーペット張替（タイルカーペット） 1㎡ ¥5,800

集合ポスト

ダイヤル錠付き 特価 ※現調にてお見積もり

クロス

量産 材工（㎡） ¥950
1000番台 材工（㎡） ¥1,300

床

CF張替 材工（㎡） ¥3,800
フロアタイル 材工（㎡） ¥5,500

雑工事

襖　張替 材工（1枚） ¥4,300
畳　表替え 材工（1帖） ¥5,000

ママさんホンポホールディングス株式会社  原状回復⼯事部   までお願いします。

その他工事

お問い合わせ・ご相談・発注依頼は                     ※ご対応エリアは1都3県(東京・埼⽟・神奈川・千葉)です。              

    受付電話番号: 042-649-8247   メール： mamasan.ac@gmail.com





6畳用100V(2.2kW) 交換(既存撤去・処分共)・新規設置 \68,000- (税別)
8畳用100V(2.5kW) 交換(既存撤去・処分共)・新規設置 \78,000- (税別)

10畳用100V(2.8kW) 交換(既存撤去・処分共)・新規設置 \88,000- (税別)
天吊架台設置(既存天吊架台再利用) プラス\7,000- (税別)
隠蔽配管再利用時継ぎ足し延長 プラス\6,000- (税別)
配管延長1mにつき プラス\1,500- (税別)
電源200V→100V・コンセントカバー交換 プラス\6,000- (税別)

6畳用100V(2.2kW) 交換(既存撤去・処分共)・新規設置 \73,000- (税別)

開口寸法170～260 浴室・トイレ・洗面用天井埋込タイプ \22,000- (税別)
開口寸法315～ 浴室・トイレ・洗面用天井埋込タイプ \25,000- (税別)
露出型 浴室・トイレ・洗面用パイプファン \19,000- (税別)

開口寸法170～260 キッチン用天井埋込タイプ(グリスフィルタ共) \28,000- (税別)
開口寸法260以上 キッチン用天井埋込タイプ(グリスフィルタ共) \29,800- (税別)

追加項目

エアコン・換気扇・インターホン交換に特化した専⾨部署です。
※単品でもお受け致します。⼊居者様との⼯事アポイントも全て丸投げOKです。

料⾦表
壁掛形ルームエアコン スタンダードグレード

基本⼯事：配管4m以内・配管テープ巻き・室外機床置設置

※既存室内機の⾼さが250mmで同⼨法ではないと交換できない場合、下記を使⽤します。

ルームエアコン 東芝キヤリア製Tシリーズ
基本⼯事：配管4m以内・配管テープ巻き・室外機床置設置

換気扇 交換(三菱電機、パナソニック 他)

※新規取付のみ（料⾦表より5,000円引き）で承っております。



露出型 キッチン用壁付けプロペラファン(引き紐) \19,000- (税別)
開口寸法170～260 浴室・トイレ・洗面用天井埋込2室タイプ \25,000- (税別)
開口寸法315～ 浴室・トイレ・洗面用天井埋込2～3室タイプ \35,000- (税別)

配管交換(劣化した配管の交換) プラス\3,000- (税別)
ボード開口 プラス\3,000- (税別)

本体交換 IHクッキングヒーター(100V) \27,000- (税別)
電源 200V⇒100V交換 プラス\6,000- (税別)
キッチン天板開口作業 プラス\1,500- (税別)
キッチン天板開口オールカット プラス\3,000- (税別)

100V又は乾電池 チャイムベルタイプ \15,000- (税別)
100V又は乾電池 受話器タイプ \19,000- (税別)

100V TVモニタータイプ(パナソニック VL-SE25) \28,000- (税別)

追加項目

換気扇 交換(三菱電機、パナソニック 他)

レンジフード、中間ダクトファン、浴室換気乾燥暖房機の交換⼯事

    受付電話番号: 042-649-8309   メール： mamasan.ac@gmail.com

も⾏っております。価格につきましては現調後御⾒積をご提⽰致します。

天板はめ込み型⼀⼝IHクッキングヒーター 交換(パナソニック CH-11C)

追加項目

インターホン交換(アイホン・パナソニック製)

お問い合わせ・ご相談・発注依頼は                     ※ご対応エリアは1都3県(東京・埼⽟・神奈川・千葉)です。

ママさんホンポホールディングス株式会社  エアコン⼩修繕⼯事部   までお願い致します。


