
【点検整備項目及び料金一覧表】 R3.4.1現在 （１）

　※下記料金は設置後3年以内の機器を標準とします。3年以上経過の機器については割増しとなる場合があります。

　※下記料金は作業費、出張費を全て含みます。

　※下記料金は消費税を含んでおりませんので、別途消費税を申し受けます。

　※下記に含まれない機器についてはご相談の上、別途お見積させていただきます。

　※対象機器全てにおいて、本体の清掃作業は除外します。

機　　器　　名 作　業　項　目 作　　業　　内　　容

ガステーブル バーナー 燃焼点検、清掃（取り外しの上内部スケール除去） 3口 ¥5,000

バーナーコック 回転調整、グリスアップ 4口 ¥6,000

パイロットバーナー 火力調整、ノズル清掃 5口 ¥7,000

点火イグナイター 電池点検 その他 見積 

サーモカップル 感熱部点検、清掃

ガスフライヤー バーナー 燃焼点検 １槽 ¥6,000

バーナーコック 回転調整、グリスアップ ２槽 ¥10,000

パイロットバーナー 火力調整、ノズル清掃 その他 見積 

点火イグナイター 電池点検

サーモスタット 作動点検、調整

サーモカップル 感熱部点検、清掃

ガス立体炊飯器 バーナー 燃焼点検 ２段式 ¥6,000

サーモカップル 点検、感熱部清掃 ３段式 ¥10,000

開閉扉 開閉点検 その他 見積 

本体据付状況 水平確認

炊飯釜 釜点検

ガス回転釜 バーナー 燃焼点検、清掃（取り外しの上内部スケール除去） 130㍑未満 ¥15,000

バーナーコック 回転調整、グリスアップ 130㍑以上 ¥18,000

パイロットバーナー 火力調整、ノズル清掃 その他 見積 

ウォームギア ウォームギア点検、グリスアップ

回転グランド 回転グランド点検

蓋 ばね点検調整、取手点検

ガス式スチームコンベクション バーナー 燃焼点検 1/1、6段 ¥15,000

オーブン スチームタンク スケール状況点検、水位センサー部清掃 1/1、10段 ¥15,000

庫内ファン 汚れ点検 1/1、20段 ¥20,000

芯温センサー ケーブル破損点検 2/1、10段 ¥20,000

ドアパッキン 点検、清掃 2/1、20段 ¥25,000

コントロールパネル パッキン点検、ファン点検、フィルター清掃 その他 見積 

浄軟水器 点検

電気式スチームコンベクション ヒーター 通電点検 1/1、6段 ¥15,000

オーブン スチームタンク スケール状況点検、水位センサー部清掃 1/1、10段 ¥15,000

庫内ファン 汚れ点検 1/1、20段 ¥20,000

芯温センサー ケーブル破損点検 2/1、10段 ¥20,000

ドアパッキン 点検、清掃 2/1、20段 ¥25,000

コントロールパネル パッキン点検、ファン点検、フィルター清掃 その他 見積 

浄軟水器 点検

ガス式食器洗浄機 ブースターバーナー 燃焼点検 1タンク ¥12,000

（ドアタイプ） 加熱ヒーター 通電点検 ２タンク ¥15,000

点火装置 点火装置点検 その他 見積 

操作装置 ﾗﾝﾌﾟ、スィッチ点検

温度センサー スケール清掃

開閉ドア 開閉ドア点検調整

※洗剤供給装置 ※除外

※タンク内清掃 ※スケール除去洗浄は別途見積ります

電機式食器洗浄機 加熱ヒーター 通電点検 1タンク ¥12,000

（ドアタイプ） 操作装置 ﾗﾝﾌﾟ、スィッチ点検 ２タンク ¥15,000

温度センサー スケール清掃 その他 見積 

開閉ドア 開閉ドア点検調整

※洗剤供給装置 ※除外

※タンク内清掃 ※スケール除去洗浄は別途見積ります

料　　金／台



【点検整備項目及び料金一覧表】 （２）

食器消毒保管庫 ヒーター 通電点検 10カゴ以下 ¥5,000

（電気式） ブロアファン 異音点検 20カゴ ¥6,000

サーモスタット 作動点検、調整 30カゴ ¥8,000

扉 パッキン点検、開閉調整 40カゴ ¥8,000

その他 見積 

食器消毒保管庫 ヒーター 通電点検 10カゴ以下 ¥6,000

（蒸気式） ブロアファン 異音点検 20カゴ ¥8,000

サーモスタット 作動点検、調整 30カゴ ¥10,000

扉 パッキン点検、開閉調整 40カゴ ¥12,000

バルブ 各バルブ、電磁弁作動点検 その他 見積 

業務用縦型冷凍冷蔵庫類 コンデンサー 凝縮器清掃、フィルター清掃 W=900未満 ¥8,000

（標準既製品） 扉 ドアパッキン清掃 W=900 ¥9,000

ドレン 通水点検 W=1200 ¥10,000

冷却器 ファン異音点検 W=1500 ¥12,000

庫内収納品 点検アドバイス W=1800 ¥15,000

その他 見積 

テーブル型冷凍冷蔵庫類 コンデンサー 凝縮器清掃、フィルター清掃 W=1200以下 ¥8,000

（標準既製品） 扉 ドアパッキン清掃 W=1500 ¥9,000

ドレン 通水点検 W=1800 ¥12,000

冷却器 ファン異音点検 その他 見積 

庫内収納品 点検アドバイス

電磁調理器 インバーター収納部 冷却ファン点検、フィルター清掃 ２連以下 ¥5,000

トップパネル 破損点検 3連 ¥7,000

その他 見積 

コンベア式食器・食缶洗浄機 コンベア テンション調整 1タンク ¥15,000

（ガス加熱式） ピローブロックグリスアップ 2タンク ¥20,000

※コンベアネット修復は別途見積 3タンク ¥25,000

洗浄タンク 排水栓パッキン点検 4タンク ¥30,000

ボールタップ点検 その他 見積 

ガスバーバー 燃焼点検、点火装置点検、コックグリスアップ

バルブ 各バルブ、電磁弁作動点検

ストレーナー 清掃

コントロールパネル パッキン等点検

※洗浄槽、タンク洗浄 ※薬品洗浄は別途見積ります

コンベア式食器・食缶洗浄機 コンベア テンション調整 1タンク ¥15,000

（蒸気加熱式） ピローブロックグリスアップ 2タンク ¥20,000

※コンベアネット修復は別途見積 3タンク ¥25,000

洗浄タンク 排水栓パッキン点検 4タンク ¥30,000

ボールタップ点検 その他 見積 

バルブ 各バルブ、電磁弁作動点検

ストレーナー 清掃

コントロールパネル パッキン等点検

※洗浄槽、タンク洗浄 ※薬品洗浄は別途見積ります

包丁まな板殺菌庫 殺菌ランプ 点灯点検 ランプ1灯 ¥3,000

（紫外線殺菌ランプ式） グローランプ 点灯点検 ランプ2灯 ¥4,000

扉 リミットスイッチ点検調整 ランプ3灯 ¥5,000

タイマー 作動点検 その他 見積 

ランプ保護金具 ビス緩み点検調整

フードスライサー ベルト 蛇行点検テンション調整 中型大型 ¥12,000

（ベルトコンベア式） 操作部 各種スイッチ、ボタン点検 その他 見積 

切裁刃 切厚調整部点検、グリスアップ（ホワイトオイル）

駆動部 点検、グリスアップ（ホワイトオイル）
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