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人生は日常の積み重ね。 手に入れたい時間や未来のために、
少しづつ社会みんなで助け合えるサービスを。
少しの手助けが、ゆとりある時間や未来の選択肢を広げます。
un.のライフサポートサービスは、
そんな日常のキーポイントとなる出会いをサポートさせて頂きます。

あなたに来て欲しい。
お客様の”こころ”と”生活”に寄り添う
家事代行を軸としたライフサポートサービス

CLÉ by trip salon un.
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- クレ バイ トリップサロンアン. -



サービス紹介

掃除代⾏【初回】

CLÉスタートプラン①

４,４００円

⽔まわり掃除プラン 【 90分 】＋カウンセリング【 30分 】

実際にサービス提供する場所の確認と掃除道具等があるかなど確認後,
項目の中から掃除箇所を選んでいただきできる範囲を清掃させて頂きます
カウンセリングは当サービスの説明と今後、お客様のサービスご利⽤内容等を

確認し「何を」「どこまで」「どのように」⾏うか、
そしてお客様のこだわりをヒヤリングさせて頂きます。

初回利⽤
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追加可能:15分/1,100円

お⾵呂・キッチン
トイレ・洗⾯

上記の中から掃除箇所をお選びいただき
所要時間内で作業させていただきます。

CLÉスタートプラン②

７,７００円

選べる掃除プラン 【 90分 】＋カウンセリング【 30分 】
初回利⽤

追加可能:15分/1,100円

リビング・⼦供部屋・寝室
⽞関・お⾵呂・キッチン

トイレ・洗⾯
上記の中から掃除箇所をお選びいただき
所要時間内で作業させていただきます。

-ご予約フォーム-



サービス紹介

掃除代⾏

⽔まわりプラン

選べるプラン

リセットプラン
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整理・収納を⾏い
家庭の収納ルールを作る

1時間/ 6,750円
4時間を超える場合の場合それ以降

1時間/ 10,125円

お風呂・トイレ・洗面・キッチン

掃除機がけ・雑巾がけ・お風呂掃除・ゴミ出し
トイレ掃除キッチン・ 水周り掃除・食器洗い洗濯
窓拭き・買い物・片付け・アイロンがけ・布団干し
ベッドメイク・靴磨き郵便・荷物の受け取り
クリーニング受渡し・庭木の水やり・草むしり など

【所有時間:約2時間】2時間を超える場合、追加(15分)1,100円

1回/７,７００円

1回/８,８００円

⽉２回/６,６００円 ⽉４回/６,５００円

⽉２回/８,０３０円 ⽉４回/７,７００円

/

/

上記の中から掃除箇所をお選びいただき、2時間以内で作業させていただきます

【定期】

掃除以外にも⽣活の様々なサポートを所要時間内で作業させていただきます。
上記に記載の無い内容に関してはスタートプランのご利⽤時にご相談ください。

【定期】

【所有時間:約2時間】3時間を超える場合、追加(15分)1,100円

-ご予約フォーム-



サービス紹介

調理代⾏
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２時間３０分 / 8,800円
主⾷ 2品・副菜 2品・汁物 1品【2⽇分】

ご⾃宅にある⾷材で調理
お客様の「 ⾷⽣活 」に寄り添う。

・使⽤する⾷材や調味料に関してこだわりが強いお客様は事前にお客様ご⾃⾝でご⽤意ください
・回数券の使⽤期限は３回:初回利⽤から５ヶ⽉以内/５回:初回利⽤から8ヶ⽉以内となります

基本料⾦

初回・スポットでご予約をいただきましたら電話でご要望をお伺い致します(無料)

回数券 ３回

５回

５%OFF

１０%OFF

１回２.５時間 / 25,080 円〜

１回２.５時間 / 39,600円〜

回数券

-初回ご予約フォーム- -ご予約フォーム-



サービス紹介

⾷事に関するお困りごとを初回無料でヒヤリングを⾏い、
適切なアドバイスを⾏い、必要によっては当サービスをご利⽤頂き

ご⾃宅で具体的に説明やレクチャー等専⾨スタッフがレクチャー等⾏います。
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【栄養⾷や離乳⾷・介護⾷等のお⾷事】
に関するご相談 無料 / １回３０分

延⻑15分 1,100円

オンライン(スポット)

オンライン(回数チケット)

３回分９,４０５円

３,３００円 １回３０分

初回 オンライン

管理栄養⼠が⾃分の健康と家族の健康をサポート
⽇頃の「⾷事」でご⾃⾝で健康管理ができるようになるサポートを⾏います

【サポート&レクチャー】

管理栄養⼠監修 栄養・⾷事サポート

-ご予約フォーム-



サービス紹介

買い物代⾏
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ネットスーパー配達員へ ⇨ ⾷材費＋配送料

提携するネットスーパーにて
⾷材をヒヤリングを踏まえて購⼊いたします

弊社が代理決済を⾏った場合
弊社へ⇨ ⾷材費＋配送費＋代理⽀払い⼿数料(1,750円)

お客様が代⾦⽀払いを代⾦引換で⾏った場合

弊社へ ⇨ ⾷材買い物代⾏⼿数料(550円)

弊社へお⽀払い頂く料⾦はサービス料とまとめて請求いたします

・使⽤する⾷材や調味料に関してこだわりが強いお客様は事前にお客様ご⾃⾝でご⽤意ください
・⾷材に関して、訪問前に宅配されますので必ずお受け取りください

ネットスーパー代⾏

【 配送料: 330円(税込)合計5500円(税込)で送料無料】

現地買い物代⾏

購⼊費 ＋１回 / 1,924円

⽇⽤品や⾷材をご⾃宅近くのお店で買い物代⾏を⾏います
商品の代⾦に関してはサービス料⾦と購⼊費、代⾏⼿数料を合わせた
⾦額をご請求させていただきます

※「お客様代⾦引換」の場合、[購⼊費＋配送料]はネットスーパー配送員に直接お⽀払いいただき、
[⼿数料]は弊社にお⽀払いいただきます。

※「弊社⽴替」の場合、 [購⼊費＋配送料＋⼿数料]全て弊社にお⽀払いいただきます。



サービス紹介

オプション

交通費

指名料

０円

指名(2回⽬利⽤から) / 1,500 円

鍵預かり
鍵預かり/初回2,000円

翌⽉から⽉々500円

サービス利⽤⽇の2営業⽇前の17時までにご連絡いただければ
無料それ以降、お客様の都合でキャンセル⼜は⽇程変更をされた場合は
以下のキャンセル⽇程変更料を頂戴します。
・サービス利⽤⽇の前営業⽇ご利⽤料⾦の50％
・サービス開始1時間前以降ご利⽤料⾦の100％

【所要時間によって価格決め】 15分/1,100円 計算

追加時間
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キャンセル⼜は⽇程変更

内容以外のお困り事がございましたらお気軽にお申し付けください



その他ご相談

提携サービス

ご相談・お申し込みは、弊社スタッフにお伝えください
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CLÉ by trip salon un. は、様々なライフサポートに関する会社をお客様へご紹介しています。

ゴミ屋敷⽚付け・不⽤品回収
遺品整理・⽣前整理

伐採・伐根・剪定・庭の⼿⼊れ
特殊清掃・⼈形供養

-ご予約フォーム-



その他ご相談

提携サービス

お引っ越し ⾒守りサービス

引越しのことなら
お任せください

ご⾃宅の防犯や⾒守りサービスの
ご相談もお受けいたします

ご相談・お申し込みは、弊社スタッフにお伝えください
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CLÉ by trip salon un. は、様々なライフサポートに関する会社をお客様へご紹介しています。

お墓参り代⾏

ホスピタリティの最⾼峰である
結婚式場で教育を受けたスタッフが

⼤切な故⼈様のもとへ

-ご予約フォーム-



サービス対応エリア

掃除・調理代⾏ 訪問美容
訪問ネイル

14

順次エリア拡⼤中
エリア外の⽅は直接ご相談ください

関東全域
東京都・千葉県・埼⽟県・神奈川県・茨城県

・訪問ネイルに関しては東京２３区外ですと交通費として別途1,100円いただきます。
・東京・茨城県（⼀部地域を除き）のお客様は、出張費・交通費を無料にてご訪問いた
します。千葉県・埼⽟県・神奈川県のお客様は⻘⼭〜ご⾃宅までの⾼速代を別途お⽀
払いいただきます。

※その他の地域は要相談
※ご⾃宅に駐⾞場が無い場合、パーキング利⽤料⾦をご負担いただく場合がございま
す。

０３-６８６９-９４１９
（平⽇ ９：００〜１７：００）

訪問美容・訪問ネイルのご相談

東京都
２３区
三鷹市・調布市・狛江市・町⽥市

神奈川県
横浜市
⻄区、保⼟ヶ⾕区、⼾塚区、⻘葉区、都築区

川崎市
川崎区、幸区、中原区、⾼津区、港北区
多摩区、⿇⽣区、宮前区

⼤和市・相模原市・藤沢市（⼀部エリア）



お⽀払い⽅法

スタートプラン&スポット
【 ⽉末締決済 】

・クレジットカード⽀払い
・Pay Pay
・NP 後払い(⼿数料:209円)

・LINE Pay

定期【 ⽉末締決済 】

・クレジットカード⽀払い
・Pay Pay
・NP 後払い(⼿数料:209円)

・⼝座振替
・LINE Pay

・本券は定期利⽤の⽅へ配布させていただいておりお贈り
させて頂いたご本⼈様のみご使⽤いただけます。

・本券は当サービスのみご利⽤いただけます。
・ご清算の際、スタッフに直接お渡しください。
・本券は有効期限がございますので期限内にご使⽤ください。
•現⾦への引き換えやつり銭の返⾦はいたしかねます。
•本券のご利⽤は1回のご注⽂につき1枚とさせていただきます。
•発⾏印（担当者印）が押されていないものは無効となります。
•有効期限を過ぎますと無効になります。
•他のクーポン券や割引サービスとの併⽤はできません。
•盗難や紛失などに関して、当店はその責任を負いません。
•紛失された場合は再発⾏できませんので予めご了承ください。
•その他、ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

注意事項

使⽤⽅法

定期ご利⽤契約を頂いたお客様へ
「１,０００円OFF券」を３枚プレゼントさせて頂き、
次回のサービスから本券をご利⽤いただくことができます。

1,000円 OFF割引券
定期ご利⽤者様限定
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