
作成日： 2013/9/30

承認 作成

施工報告書

実施日 住所

天候 温・湿度 28 ℃　　　　・ 58 ％

広さ 施工業者

目的 使用液

車内小型自動車

2013/9/28 滋賀県草津市

脱臭 汚れ除去 イオンウォ シ 洗浄水

晴れ

オキシアップ滋賀

目的 使用液

液使用量 施工時間 150

施工対象

Ｌ 分（１名・脱臭時間込）

実施内容 シミが酷い箇所には、シミ抜き処理を複数回実施

掃除機で汚れを吸引、イオンウォッシュで汚れを除去

トヨタ　ヴィッツ

ウ シ （オゾ ）殺菌 脱臭（臭 が酷 為 延長 実施）

14

脱臭・汚れ除去 イオンウォッシュ洗浄水

温水とイオンウォッシュでバキューム洗浄（汚れが酷い為、２回実施）

所見

運転席にシミ汚れ、助手席及び後部座席チャイルドシート下に特に大きなシミ汚れがありました。

車内環境は大幅に改善され、洗浄水でも確認できる様に全体の汚れも奇麗に洗浄されました。

小さなお子様がおられシートが汚れているとの事でイオンウォッシュ洗浄をご依頼頂きました。

エアコン、ブロアー、ヒーターを併用して完全乾燥

エアーウォッシュ（オゾン）殺菌・脱臭（臭いが酷い為、延長で実施）

通常洗浄の２倍の洗浄及びエアーウォッシュで汚れ臭いの元を一掃。

参考写真

臭気測定値：26.5（施工前）⇒2.7（施工後）

評価



作成日： 2013/9/30

承認 作成

施工報告書

実施日 住所

天候 温・湿度 28 ℃　　　　・ 58 ％

広さ 施工業者

目的 使用液脱臭 汚れ除去 イオンウォ シ 洗浄水

2013/9/28 滋賀県草津市

晴れ

チャイルドシート２ 脚 オキシアップ滋賀

目的 使用液

液使用量 施工時間 90

施工対象チャイルドシート：2脚

実施内容

掃除機で汚れを吸引、イオンウォッシュ原液塗布

高圧スチームで洗浄機で洗浄・除菌

温水とイオンウォッシュでバキューム洗浄

ウ シ （オゾ ）殺菌 脱臭

脱臭・汚れ除去 イオンウォッシュ洗浄水

8 Ｌ 分（１名・乾燥時間込）

所見

お車の洗浄と合わせてチャイルドシートの洗浄もご依頼頂きました。２脚共に座席面にシミ汚れあり。

イオンウォッシュ洗浄及びエアーウォッシュで汚れ、臭いの元を一掃。

シミ汚れは完全に取れ、洗浄水でも確認できる様に全体の汚れも奇麗に洗浄されました。

イオンウォッシュによる洗浄後の製品は、抵抗力の弱い赤ちゃんにも安心してご使用頂けます。

エアーウォッシュ（オゾン）殺菌・脱臭

エアコン、ブロアー、ヒーターを併用して完全乾燥

参考写真

評価



作成日： 2013/9/25

承認 作成

施工報告書

実施日 住所

天候 温・湿度 28 ℃　　　　・ 58 ％

広さ 施工業者

目的 使用液

車内軽

2013/9/25 滋賀県草津市

脱臭 汚れ除去 イオンウォ シ 洗浄水

晴れ

オキシアップ滋賀

目的 使用液

液使用量 施工時間 180

施工対象

Ｌ 分（１名・脱臭時間込）

実施内容 エアーウォッシュ（オゾン）殺菌・脱臭（臭いが酷い為、延長で実施）

掃除機で汚れを吸引、イオンウォッシュで汚れを除去

軽自動車

オキシ プ長期防臭除菌加 （使用溶液 ）
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脱臭・汚れ除去 イオンウォッシュ洗浄水

温水とイオンウォッシュでバキューム洗浄（汚れが酷い為、２回実施）

所見

以前の持ち主がペットを飼われていたとの事で車内は、泥汚れ及び悪臭が酷い状況でした。

車内環境は大幅に改善され、洗浄水でも確認できる様に全体の汚れも奇麗に洗浄されました。

中古車で譲り受けた車内が酷く汚れており悪臭もするとの事でイオンウォッシュ洗浄をご依頼頂きました。

エアコン、ブロアー、ヒーターを併用して完全乾燥

オキシアップ長期防臭除菌加工（使用溶液：３００ｃｃ）

通常洗浄の２倍の洗浄及びエアーウォッシュで汚れ臭いの元を一掃し、オキシアップ加工を実施。

参考写真

臭気測定値：9.7（施工前）⇒0.0（施工後）

評価



作成日： 2013/10/2

承認 作成

施工報告書

実施日 住所

天候 温・湿度 29 ℃　　　　・ 48 ％

広さ 施工業者

目的 使用液

サイズ（両面）クイン

2013/10/1 愛知県名古屋市港区

脱臭 汚れ除去 イオンウォ シ 洗浄水

晴れ

イオンウオッシュ名古屋

目的 使用液

液使用量 施工時間 180

施工対象

Ｌ 分（２名・脱臭時間込）

実施内容 全体にイオンウォッシュ（原液）を塗布後、通常洗浄施工を両面に実施。

マットレス現状確認後に掃除機でゴミを吸引。全面スチーム洗浄（両面）

クインサイズベットマット（両面）

ブ 完全乾燥 両面及び側面に長期防臭抗菌オキシ プ加 実施

16

脱臭・汚れ除去 イオンウォッシュ洗浄水

内部の殺菌・脱臭にエアーウォッシュ：１５分実施

所見

エアーウォッシュによる内部殺菌・脱臭時間を通常より延長し、全体の臭いも大幅に軽減されました。

お部屋全体に若干ペット臭があるが、風の通りも良く、引っ越されるとの事で問題にはならない。

経年経過（３年程度）とペットによるアンモニア臭と汚れがあった。

若干乾燥ができていないためその旨を伝えエアコンを継続使用していただく

エアコン、ブロアーで完全乾燥。両面及び側面に長期防臭抗菌オキシアップ加工実施。

洗浄水でも確認できる様に表面は汚れが顕著に見られたが、裏面としては少ない状態だった。

参考写真

評価



作成日： 2013/10/5

承認 作成

施工報告書

実施日 住所

天候 温・湿度 21 ℃　　　　・ 45 ％

広さ 施工業者

目的 使用液

液使用量 施工時間 360

施工対象普通車

消臭・汚れ除去 イオンウォッシュ洗浄水

16 Ｌ 分（１名・乾燥時間込）

2013/10/5 静岡県周智郡森町

晴れ

車両 車内 イオンウォッシュ周智

施工対象

６年３カ月間、１日１０～２０本煙草を吸っていた車内はヤニの臭いが目立っていた。

普通車

実施内容

車内天井シートカーペットフロアマットカーゴルーム各部のシミ・汚れを確認後掃除機でゴミを吸引。

全体にイオンウォッシュ（原液）を塗布後、シート・カーゴルーム・カーペット・マットをバキューム洗浄。

ヤニの除去目的で天井面へのバキューム洗浄も実施。内装及びガラスをイオンウォッシュ（原液）で清掃。

エアコンとブロアーで完全乾燥。

参考写真

所見

６年３カ月間、１日１０～２０本煙草を吸っていた車内はヤニの臭いが目立っていた。

洗浄後の消臭効果をお客様にも確認して頂きました。

評価



作成日： 2013/10/12

承認 作成

施工報告書

実施日 住所

天候 温・湿度 29 ℃　　　　・ 69 ％

広さ 施工業者

目的 使用液

サイズ（両面）シングル

2013/10/6 石川県金沢市高柳町

脱臭 汚れ除去 イオンウォ シ 洗浄水

晴れ

オキシアップ金沢

目的 使用液

液使用量 施工時間 120

施工対象

Ｌ 分（１名・完全乾燥）

実施内容 エアコン、ブロアーで完全乾燥。

マットレスの破れ、シミを確認後、掃除機でゴミを吸引。全面スチーム洗浄

マットレス
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脱臭・汚れ除去 イオンウォッシュ洗浄水

全体にイオンウォッシュ（原液）を塗布後、通常洗浄施工を両面、側面に実施。

所見

洗浄水でも確認できる様に全体の汚れも奇麗に洗浄されました。

マットレスの汚れ及びシミは、目立ちませんでしたが、少し臭いを感じました。

参考写真

評価



作成日： 2013/10/31
承認 作成

施工報告書

実施日 住所

天候 温・湿度 26 ℃　　　　・ 43 ％

広さ 施工業者

目的 使用液

液使用量 施工時間 120

施工対象

2013/10/31 静岡県浜松市中区

晴れ

クイン サイズ（両面） イオンウォッシュ周智

消臭・汚れ除去 イオンウォッシュ洗浄水

8 Ｌ 分（１名）

マットレス　クインサイズ（両面・側面）施工対象マットレス　クインサイズ（両面 側面）

実施内容

マットレスの破れ、シミを確認後、掃除機でゴミを吸引。全面スチーム洗浄後

全体にイオンウォッシュ（原液）を塗布後、通常洗浄施工を両面、側面に実施。

汚れのひどい部位には繰り返し洗浄実施。

ブロアにて乾燥実施。

白色のマットレスの為汚れが判る状態で一部にひどく汚れた部位も確認できた。

所見

白色のマットレスの為汚れが判る状態で 部にひどく汚れた部位も確認できた。

汚れのひどい部位には繰り返し洗浄を行いました。

洗浄水でも確認できる様に全体の汚れも奇麗に洗浄されました。

参考写真

評価



作成日： 2013/11/8

承認 作成

施工報告書

実施日 住所

天候 温・湿度 23 ℃　　　　・ 50 ％

広さ 施工業者

目的 使用液

液使用量 施工時間 120

施工対象

Ｌ 分（１名・完全乾燥）

サイズ（両面）

ベッドシングル

ベッドシングル

2013/11/3 千葉県船橋市

8

汚れ除去 イオンウォッシュ洗浄水

晴れ

イオンウォッシュ秦野

施工対象

実施内容 通常洗浄施工を全面に実施。汚れの酷い箇所には染み抜き作業を実施。

マットレスの破れ、シミを確認後、掃除機でゴミを吸引。全面スチーム洗浄

マットレスに破れは、なかったがラベルの一部がマットレスから剥離、雨だれによる染みが左下に１箇所

ベッドシングル

ブロアー、および、大型カーボン短波ヒーターにて完全乾燥

全体にイオンウォッシュ（原液）を塗布後、ブラッシングを全体に行った。

所見

確認、お客様に洗浄によりラベルの剥離が更に広がる可能性が有る旨伝え了承を頂き洗浄作業を開始。

参考写真

お客様に洗浄後の製品及び洗浄液汚水の確認頂き、作業を終了しました。

マットレスに破れは、なかったがラベルの 部がマットレスから剥離、雨だれによる染みが左下に１箇所

通常洗浄では、雨だれに因る染みが落ちないため別途染み抜き作業を実施しました。

評価




