
BEST配達・設置・工事メニュー 

配達代金（出張料金）
項目 価格 内容

揖斐川町内 2,000円

揖斐川町以外 3,000円～

設置料金
項目 価格 内容

全自動洗濯機・二槽式洗濯機（１Ｆ置き）

1Ｆ置き（特殊車等使用時は別途金額がかかります）

冷凍冷蔵庫
ミニ冷蔵庫 2,000円 冷凍冷蔵庫の設置場所に準じて金額が変わります

200Ｌ～300Ｌ 2,900円 詳しくは定員までお尋ねください。

301Ｌ～350Ｌ 4,200円
351Ｌ～400Ｌ 5,000円
401Ｌ～450Ｌ 6,000円
451Ｌ以上 Ｌ数×＠15

ＴＶ取付代金
40インチまで 2,000円/台～

40インチ以上 4,000円/台～

ﾌﾞﾙｰﾚｲﾚｺｰﾀﾞｰ等 2,000円/台～

音響機器等 2,000円/台～

その他設置料金 2,000円/台～ 詳しくは定員までお尋ねください。

工事料金の算出基準

基本工事料金 出張料＋工事料金＋使用部品代金

（工事料金につきましては箇所におおじて対応）

・午後6時以降の工事につきましては割増料金が加算されます。

・特殊屋根等、特殊設置場所で高所作業車を使用する場合

　は別途見積りとなります。

・メーカー修理の場合につきましては出張料金を頂きません

　修理をされない場合出張料金のみを請求いたします。

　

＊最近の商品は部品がﾒｰｶｰ対応
になるものが大半です。お電話で型
番と症状をお聞かせ頂きましたら、
簡単な概算見積りを出させて頂い
ています。

ドラム洗濯機 5,000円/台～

洗濯機 2,000円/台～



BEST工事メニュー > 照明関係
＊価格には税金含まれいません。

家庭用照明器具取付
工事内容 価格 内容

照明取付工事 2,000円 引掛けシーリングチェーン吊り

1,500円 引掛けシーリングコード吊り

2,000円 直付け（簡単取外しﾀｲﾌﾟ）　4灯まで

2,500円 直付け・引掛式シャンデリア　4灯まで

5,000円～ シャンデリア４灯まで

6,000円～ シャンデリア5灯～

5,000円～ 庭園灯　　１灯（人管センサー等含）

3,500円～ ダウンライト　１灯

3,500円～ シーリングソケット取付工事

取外工事   500円～ 種類によって異なります。

ランプ交換 1,000円/1個 2個目より・・・1個に付き300円追加（室内に限る）

＊特定の高造天井の場合は別途料金加算（現地見積）
　 部品等かかる場合は別途料金が発生します。

埋め込み型照明器具
項目 価格 内容

近多く見られる天井に埋め込まれている形の照明器具です。

壊れたり古くなったりした器具を新しいものへと交換します。

蛍光灯も新品に交換します。

新設工事 40,000円/台～ レイアウト変更などがあった場合、新たに埋め込み型照明を設置します。

ダウンライト器具
項目 価格 内容

天井に埋め込まれている照明です。

古くなったり壊れて点灯しなくなったダウンライトを器具ごと交換します。

新たにダウンライトを設置したい箇所に新設します。

埋め込み型は火災を防ぐために照明器具の周りに空間が必要です。

設置はプロにお任せ下さい。

レイアウトの変更などにダウンライトの位置を変更します。

この場合の器具はそのまま利用し、元あった場所の天井パネルは張り替えます。

又は補修致します。

その他器具
項目 価格 内容

突然照明が点かなくなった場合は、このスターターが原因の場合が多いのです。スター
ターを新しいものに交換します。

安定器取替え 15,000円/台～
照明がチラついたり、点かなくなった際、スターターの次に多く考えられる安定器を交換し
ます。照明器具の内部にあるため、プロにお任せ下さい。

センサー工事等
項目 価格 内容

人感センサーの取付 25,000円/台～
人の出入りを感知し、照明のON・OFFが切り替わるタイプの人感センサー照明を取付しま
す。トイレなどによく使われます。

明るさを感知してON・OFFが切り替わるタイプの照明器具を取付ます暗くなってから自動で
照明が付くため、光熱費が無駄になりません。

外灯などに便利です。

照明用タイマー取付け 15,000円/台～
自由に指定した時間にON・OFFの切り替えができるタイマーを既存の照明に取り付けま
す。店舗用看板等によく使われます。

移設工事 15,000円/台～

自動点滅器取付け 10,000円/台～

ランプ及びスターター交換 3,000円/台～

交換工事 27,000円/台～

交換工事 13,000円/台～

新設工事 18,000円/台～



BEST工事メニュー > ブレーカー・スイッチ・コンセント工事

ブレーカー工事
項目 価格 内容

容量ＵＰ 15,000円/台～ 容量が足りず、ブレーカーがよく落ちてしまう場合にブレーカー増設又は取替します。

ブレーカーが何度も落ちてしまうことがあれば漏電の可能性があります。

復旧工事が必要な場合は別途費用がかかります。

故障しているブレーカーを新品に交換します。
ブレーカーは故障するとすぐに落ちる仕組みです。

スイッチ工事
項目 価格 内容

お部屋にスイッチを増設します。

出入り口が2箇所ある場合や離れた箇所でも操作したい場合などに適しています。

スイッチの位置を移動します。

日常使う機械器具や家具等を移動したらスイッチが隠れてしまう場合に適しています。

切り分け工事 5,000円/台～
照明を部分的に点灯させたい場合や区画ごとに切り分けたい場合などに切り分けを行うこ
とができます。

調光スイッチへ交換 8,000円/台～ 明るさを調節できるタイプのスイッチへの取替えです。

ひも付きスイッチへ交換 8,000円/台～
スイッチに紐がついたタイプです。高さのある場所などに便利なスイッチです。ひも付きス
イッチのみ3,000円／台～　“省エネ意識UPには効果がありますよ”

コンセント工事
項目 価格 内容

通常型コンセント口数の増設
（埋込型）

5,000円/箇所～
コンセントの口数が不足している際に増設します。三つ口コンセントにすることも可能で、タ
コ足配線を防げます。

コンセント増設（露出型） 5,000円/箇所～ 埋めこみができない箇所の取付に適しています。

コンセント取替え
（抜け止め型）

3,500円/箇所～ コンセントにロックがかかるので、天井のコンセントやパソコン用にお勧めです。

コンセント移設 5,000円/箇所～ レイアウト変更に伴う移設など、コンセントの位置を移動させる工事です。

専用コンセントの増設 10,000円/箇所～
分電盤より分岐して電気回路を増設します。容量の大きな機器（コピー機やサーバー、自
動販売機など）の使用にお勧めです。

アース付コンセントへの交換 8,000円/箇所～
既存のコンセントでコピー機・自販機等、大容量機器でアースが必要な場合にアース付コン
セントに変更します。　“漏電で感電事故を防ぐため水まわりのコンセントはアース付をおす
すめします”

温水洗浄式便座
（ウォシュレット）用コンセントの新設

8,000円/箇所～
トイレにコンセントを増設します。トイレなど水廻りにはアース付コンセントを用いることをお
勧めいたします。

屋外用コンセント増設 8,000円/箇所～ 屋外にコンセントを増設します。防水・防雨タイプのコンセントカバーを用います。

移設工事 5,000円/台～

漏電調査 6,000円/台～

取替え 15,000円/台～

増設工事 5,000円/台～



BEST工事メニュー > 防災・エアコン・アンテナ工事
＊見積無料お気軽にお電話下さい

防災工事
項目 価格 内容

電話配線のレイアウト変更  8,000円～
事務所のレイアウト変更に伴う、屋内の電話配線の変更をします。配線カバーを施し、足元
の引っ掛かりを防止します。

カメラ付インターホンの新設 50,000円～ 通用門や夜間出入口などに設置すると便利です。

インターホンの交換
40,000円～

（機器代込み）
防犯の観点からもカメラ（モニター）付きタイプのインターホンをお勧めします。

火災報知器の修理・増設  8,000円～ 壊れた火災報知器を修理致します。

エアコン工事
項目 価格 内容

エアコン取付
（2.8KWまで）

17,000円～ 標準工事（配管４ｍまで）

エアコン取付
（3.2KW～5.0KW以下）

19,000円～ 標準工事（配管４ｍまで）

エアコン取外し   8,000円～ 既設エアコンを撤去します。屋根置き等別途金額が加算されます。

エアコン専用回路 15,000円～ 分電盤からエアコン専用回路をもってきます。（コンセント含む）

エアコンコンセント工事   3,000円～ コンセント取付のみ

地上デジタルアンテナ等取付工事
項目 価格 内容

標準部材を含む（ｻｲﾄﾞﾍﾞｰｽ込）

屋根馬使用時2,620円～

地上デジタル放送受信工事
(U-20素子）

17,７00円～ 標準部材を含む（ｻｲﾄﾞﾍﾞｰｽ込）

屋根馬使用時2,620円～

デジタル衛星アンテナ工事
ベランダ取付

16,600円～ デジタルBSアンテナ取付金具等3,500円～

デジタル衛星アンテナ工事
壁面・屋根取付

16,800円～ デジタルBSアンテナ取付金具等3,500円～

ブースター工事・屋外設置型
（標準部材を含む）

14,700円～ UHFのみ（30ｄｂ）

ブースター工事・屋外設置型
（標準部材を含む）

17,000円～ UHF（40ｄｂ）

ブースター工事・屋外設置型
（標準部材を含む）

27,000円～ UHF・BS（30ｄｂ）

ブースター工事・屋外設置型
（標準部材を含む）

20,000円～ CATV・BS(30ｄｂ）

旧アンテナ取外し・撤去   5,000円～

地デジﾁｭｰﾅｰ取付   2,300円～

アンテナ方向調整   5,000円～ 標準部材を含む

チャンネル調整   3,000円～ 標準部材を含む

地上デジタル放送受信工事
(U-14素子）

16,600円～
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