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Aiming at a good company



私たちは進化
今日より明日が必

わたくしたち株式会社ツインスターカンパニーは 1986 年の創業以来、オフィスビルや店舗
の清掃・管理会社として業務を拡張してまいりました。
その間、失敗もありながらも自分たちの創意・工夫をし、お客様のニーズにお応えすること
を第一にやってきました。すべての従業員が自らの仕事にプライドを持ち、これまでの経験
を活かし、さらに最新の技術と機械や資材を駆使しさらなるレベルの高い仕事を目指してい
きます。
今後ともますますのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

従業員メッセージ

To complete

快適な住空間の創造によって
　　　みなさまの明日をより明るいものに



を続けます。
ずよくなるように︕

ビルメンテナンス
　　　事業

    ハウスクリーニング

インターネット通信販売

レンタル事業

介護予防福祉用具・
特定福祉用具販売

・レンタルマット
・レンタルモップ
・害虫駆除機 With   etc

・大型ゴミ箱
・傘立て
・玄関マット
・スタンド灰皿
・プランター

・ベンチ
・消毒用品
・人工観葉植物
・ゴミステーション
　etc

・マンション・アパート清掃 
・ホームクリーニング  
・ガラスクリーニング
・浴室クリーニング 
・トイレ クリーニング
・カーペットクリーニング 
・エアコンクリーニング
   etc 

・定期清掃
・日常清掃
・巡回清掃 etc

・住宅関連用品
・ポータブルトイレ
・シルバーカー
・歩行補助車　etc

your satisfaction 

Our business consists by listening to customer requirements.

私たちのビジネスはお客様の声に耳を傾けることによって成り立っています。

取得資格
建築物環境衛生管理技術者
福祉用具専門相談員

2名
2名

ハウスクリーニング技士 2名



事業紹介

床 清掃 

◆定期清掃

ガラスクリーニング 

カーペット クリーニング 

厨房 クリーニング

トイレクリーニング 

エアコンクリーニング 

エアコンフィルタークリーニング 

照明クリーニング 

駐車場クリーニング

環境測定・水質調査 

オプションサービス

ビルメンテナンス事業

１． 満足してもらえなければやり直しいたします。 

２． 家具、 巾木等にキズやワックスをつけません。 

３． 清掃前に移動した荷物を完全に戻します。 

４． 清掃日及び時間帯を出来るだけ対応します。

　　※時間によって料金が変わることはありません。 

５． ワックスのハクリ時期をこちらからご提案します。 

６． お客様と相談しながら品質アップに努めます。 

７． 光沢計で光度測定し、 光度 80 以上を目指します。 

当社からの 　つのお約束7

「定期清掃」とは毎月１回または２，３ヶ月に１回の契約で定期的に行う清掃のことです。

移動できる荷物はできる限り片付け、 大きなゴミなどを取り除き

機械洗浄をして汚れを除去します。 よく乾燥をさせた後ワックス

を塗布し、 乾燥を十分に行い移動させた荷物を元に戻します。

ガラス （内側 ・ 外側両面） に洗剤をつけてからガラススクイ

ジーできれいに拭き取り、 サッシの溝や窓枠の泥汚れを濡れ

タオルできれいに取り除き、 チェックして手直しをします。

照明の傘やカバー ・ 反射板 ・ 電球等を分解し、 おおまかな

汚れを落とします。 その後、 専用洗浄液で洗浄し、 タオル

で拭き上げます。

レンジ台全体からフードの内側にこびりついた汚れまで解消。 

火力を調整するツマミについた汚れも、 キメ細かく除去。 

壁面の油汚れも専用の薬剤ですみやかに取り除きます。

カーペットの状態に応じて前処理 ・ シミ取りをします。 洗剤を

使いポリッシャーを全体にかけ、 汚れを大量の水を使って吸

上げます。 その後、 汚れ等を確認し乾燥させます。

便器の洗浄 （見えないところも手鏡でクリーナーをつけて） や

備品等の補充、 フロアの掃き掃除や天井のハタキ、 ゴミ袋の

準備など、 トイレ衛生を保ちます。

エアコンを分解し、 汚れが飛び散らないように養生し、 バキュ

ームを使ってホコリを除去します。 専用洗浄液で洗浄し、 拭き

上げ た後、 元通りに組み立てます。

定期清掃をご契約のお客様には、 他のサービスをオプション

価格でご提供しております。

脚立を用意してエアコンのスリットカバーとフィルターをはずし、

洗剤とスプレーをしてから水を当ててホコリを洗い流します。

水を切ってから拭き取り、 元の位置にきちんと取り付けます。

ゴミの回収及び廃棄や床面 （コンクリート） の汚れ取り、

雑草の刈り取り、 側溝清掃、 無断立て看板の除去他を

します。

建築物環境衛生管理基準に準ずる建物の維持管理や 「人

の健康に害を与えないこと」 と 「生活上の障害をきたさない

こと」 という２つの観点から見た５０項目の水質の調査です。 



◆日常清掃

◆巡回清掃

◆スポット清掃

「日常清掃」とは週 4回～の契約で定期的に行う清掃のことです。

「巡回清掃」とは週 1、2回の契約で定期的に行う清掃のことです。

「スポット清掃」とは、一回のみ単発で行う清掃のことです。

お客さまを気持ちよくお迎えするためや、 スタッフが効率的に働くために ・ ・ ・ 。 オフィスや店舗など事業所にとって、 キレイ

な環境を維持することは非常に重要な業務のひとつです。 しかし忙しい中ではお掃除を行き届かせるのは大変になります。

そこで、 弊社では各種施設のさまざまなおそうじを行う 「日常清掃サービス」 をご用意しました。

お掃除箇所や時間など、 ご希望に合わせたサービスのプランもお作りし、 しかも現状調査や定期チェックなど、 きめ細かく対

応しております。

巡回清掃では今までの汚れを落としたり、 ピカピカにするというようなことはありません。 弊社でお客様の物件を依頼された場

合、 まず初回清掃で今までの汚れを徹底的に落としきれいにします。 その後そのきれいさを維持できる周期で巡回清掃に

入ります。

週に 1 回～ 3 回程度清掃員がお客様の事務所や店舗、 オフィス等にお伺いして１H ～２H 掃き拭きの清掃を行います。

だれにでも出来る簡単な清掃をだれにもできないほど誠実に続けることが重要であると考えます。

清掃とはただ単に物件を美しくすることではなく自らの気を整え、 自らの環境を整え人生の成功と繁栄が生まれるものと思い

ます。 またその物件の住人や訪問する人の波動をも良くする効果があると考えています。 弊社では巡回清掃はあくまで美観

の維持と位置づけています。

緊急清掃、 フローリングクリーニング、 ガラスクリーニング、 外壁クリーニング、 厨房クリーニング、 トイレクリーニング

カーペットクリーニング、 エアコンクリーニング、 エアコンフィルタークリーニング、 ブラインド クリーニング、 照明クリーニング、

駐車場クリーニング　etc..

カーペットバキューム ・ キッチン清掃 ・ トイレ清掃 ・ ごみ収集 ・ ゴミだし　etc：

：医療機関 バキューム、 モップ掛け、 トイレ清掃、 流し台清掃、 テーブル拭き上げ、 ゴミ出し、 備品拭き上げ

オフィス

【清掃内容の例】

事務所 （床拭き ・ ジュータン掃除機賭け ・ 流し場拭き） 、 玄関 （ガラス拭き ・ 床拭き ・ クモの巣払い） 、

トイレ清掃、 洗面所清掃、 休憩室 （床拭き ・ テーブル拭き ・ ソファ拭き）
：

：マンション等の

共用部

階段 ・ 廊下 （掃き / 拭き ・ クモの巣払い ・ 手すり拭き） 、 各戸のドア拭きなど、 集合郵便受け / 消化器

拭き、 ガラス拭き、 照明器具のクモの巣払い

オフィス

【清掃内容の例】

(c)joyphoto.com



レンタル事業

事業紹介

家事代行コース プロコース

ハウスクリーニング事業
毎日お手入れはしていてもだんだん落ちなくなってきた汚れや、普段はなかなかお掃除のしに
くいところをお客様に代わって代行します。

マットやモップ・トイレ関連用品、ゴキブリ駆除機、水のレンタルしております。

忙しい方に代わってお掃除します。 （掃除機がけや拭き掃除）
1 回だけのスポット清掃と週一回や月一回等の定期的な清掃を
ご提案できます。 清掃場所は、 台所のみ、 浴室のみ、 浴室
とトイレ、 台所と部屋１つなど、 お好きな組み合わせができます。

清掃のプロの技で、 なかなか落ちない汚れも隅々までキレイに
します。 ハウスクリーニング技士も常勤しています。
スピード ・ 品質 ・価格ともに満足いただけるように、 お客様と
コンセンサスを図って行います。

レンタルマット レンタルモップ
お客様のおもてなしは、 シーンにあった玄関マットから。 多種
多彩なニーズにお応えして、 バリエーションも豊富なレンタル
マットを取り揃えております。 規格マット以外にもオリジナルマット
の製作 ・ レンタルも承っております。

毛足の長いバイルが凹凸や隅間に入り込み、 ハウスダストを
キャッチ。 隅々まで、 キレイにします。 サッと拭くだけで、
吸着剤がハウスダストをくっつけて包みこみ、 常に衛生的で
す。

アメニティグッズレンタル 害虫駆除機With（ウィズ）
一定時間ごとに適量の芳香と消臭液を噴霧する芳香器や、
人を感知する小便器自動洗浄器、 自動水栓機、 ニオイ取り、
水洗トイレに簡単に設置できる擬音装置などがあります。

水レンタル（コスモウォーター）
ウォーターサーバーを設置いただき、 水を定期的に配送するサービスです。
水は、 3 つの天然水と 1種類のミネラルウォーターから選べます。
特許取得の無菌エアーシステムにより、 非常に衛生的な水をいつでも飲むことができます。

日本で初めて厚生労働省の承認を得た害虫駆除ロボットです。
無人の時間帯に自動的に作動し、 薬剤を噴霧
し害虫を駆除します。 弊社社員が 4週間に 1
度訪問して、 薬剤の交換にうかがいます。

マンション・アパート清掃、ホームクリーニング、フロアクリーニング、ガラス・サッシ
クリーニング、浴室クリーニング、トイレクリーニング、照明クリーニング、カーペット
クリーニング、エアコンクリーニング、レンジフード・換気扇クリーニング

内容例︓

・富士の銘水「富士の滴」
・日田の天然水　「日田の誉」
・漂う風情～奥京都「古都の天然水」
・プラスプレミアム（ROミネラルウォーター）



滑り止め施工ノンスリップマスター

防犯対策ディフェンス Jフィルム

介護予防・福祉用具販売事業

新・滑り止め工法です。床材の美観を損ねることなく防滑効果を発揮します。

防犯対策用の超強度ガラス強化フィルムです。

ノンスリップマスター

ノンスリップマスターコートプロ

ノンスリップマスターは、 他の滑り止め工法に比べて非常に短時間
で竣工でき、 また本磨きの御影石や大理石、 きれいな釉薬のか
かったタイル等の光沢 ・ 色調を大きく変化させたり、 極端に劣化
させることなく防滑処理を 施すことができます。

ノンスリップマスターよりも、 「引っかかり感」 の強い滑り止め
コーティング施工です。 骨材を極小することにより、 怪我を防ぐ
だけでなく、 床面から骨材を剥がれ難くしてあります。
また、 耐久性に優れ、 滑り止め効果を長期間維持します。

▼

施工前 施工後

１． 耐久性の高いポリエステルフィルムと複数の接着剤で丈夫な構造です。
２． 無色透明なのでディスプレイなどの美観を損ないません。

セキュリティの第一歩は侵入させないこと！不法侵入による犯罪の約 70％が “ガラス破り”
によるものです。 防犯フィルムを貼ったガラスは、 ひびは入りますが、 抜け落ちることが無く、
簡単に貫通して手を入れることができません。

◆ディフェンス J フィルムのポイント

シルバーカー
買い物やお散歩などの外出時に便利な
シルバーカー （歩行補助車） です。

住宅関連商品 
階段手すりやベッド手すり、 スロープ、
玄関台、 滑り止めマットなどがあります。

ポータブルトイレ
機能性と使いやすさを重視したポータブル
トイレ、 トイレ用アームなどがあります。



インターネット通信販売

大型ゴミ箱、ゴミステーション、分別ゴミ箱、段差解消用品、
スロープ、介護用品（手すり、ポータブルトイレ　他） 
傘立て、玄関マット、スタンド灰皿、プランター、大型プランター、
郵便ポスト、人工観葉植物、物干し、アメニティグッズ 
木製ベンチ、洗剤関連商品、トイレ関連商品、
害虫・日用品関連商品　個人向きから業務用まで様々な商材を
扱っております。 株式会社ツインスターカンパニー

http://www.twin-stars.co.jp

クレイジーブラック楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/crazyblack/

ゴミ箱・ダストボックスの通販　あいる専門館
http://www.airu-pro.com/dustbox_index.html

あいる楽天市場店
http://www.rakuten.co.jp/airu-shop2/

大型ゴミ箱・ゴミステーションの通販　あいる専門館
http://www.airu-pro.com/



私たちは進化
今日より明日が必

To complete

傘立ての通販　あいる専門館
http://www.airu-pro.com/us_index.html

玄関マットの通販　あいる専門館
http://www.airu-matpro.com/

郵便ポストの通販　あいる専門館
http://www.airu-hyosatsu.com/post_index.html

表札の通販　あいる専門館
http://www.airu-hyosatsu.com/

他　ヤフー、アマゾン、自社サイト７店舗運営



ompany ProfileC
設　立　　昭和 61 年 4月 1日
資本金　　3,000 万円
代表者　　代表取締役　勝島敏信
住　所　　〒931-8358 富山県富山市東岩瀬町 713 番地
TEL　　　  076-438-7160
FAX          　076-438-7156
MAIL            info@twin-stars.co.jp
U  R  L　　  http://www.twin-stars.co.jp（ビルメンテナンス・総合通販）
　　　　　 https://www.rakuten.co.jp/airu-shop2/（あいる楽天市場店）
　　　　　 https://www.rakuten.co.jp/crazyblack/（クレイジーブラック楽天市場店）
　　　　　 http://www.airu-pro.com（大型ゴミ箱・ゴミステーション通販　あいる専門館）
　　　　　 http://www.airu-pro.com/us_index.html（傘立て通販　あいる専門館）
　　　　　 http://www.airu-pro.com/dustbox_index.html（ダストボックス通販　あいる専門館）
　　　　　 http://www.airu-matpro.com（玄関マット通販　あいる専門館）
　　　　　 http://www.airu-hyosatsu.com/（表札通販　あいる専門館）
　　　　　 他　ヤフー、アマゾン、自社サイト 7店舗運営
　　　　　 計　自社サイト１２店舗、楽天市場２店舗、ヤフー１店舗、アマゾン１店舗

escription Of BusinessD
・ビルメンテナンス事業

・ハウスクリーニング
・防滑施工処理
・DJF 防犯フィルム施工

会社概要

事業内容

定期清掃、巡回清掃、ガラスクリーニング
カーペットクリーニング　etc..(

rincipleP
To　Your　Complete　Satisfaction

理念

he history of our companyT
１９８６年（昭和 61 年）　４月        株式会社ツインスターカンパニー設立
 　　　　　　　　　　　　  　　　 資本金２００万円にてビルメンテナンス事業、
　　　　　　　　　　　　   　　　 マット等のレンタル事業を開始
１９９０年（平成  ２年）   12 月　　富山市米田すずかけ台に事務所移転
１９９２年（平成  ４年）     ６月　    資本金１，０００万円に増資
２０００年（平成 12 年）    ４月　     富山市東岩瀬町７１３番地に事務所移転
２０００年（平成 12 年）   10 月　　害虫駆除機レンタルwith 事業開始
２００５年（平成 17 年）    ２月　 　防犯フィルム事業開始
２００５年（平成 17 年）    ２月　 　ノンスリップマスター事業開始
２００８年（平成 20 年）    ２月　 　ネットショップ通販あいる開始
２０１０年（平成 22 年）　5月　 　ノンスリップマスターコートプロ事業開始
２０１１年（平成 23 年）　7月　 　コスモウォーター（レンタルサーバー水）事業開始
２０１７年（平成 29 年）　5月　 　空き家管理事業開始
２０２１年（令和 3年）　  3 月　 　資本金３，０００万円に増資

社歴

・インターネット通販事業
・レンタル事業

　　( レンタルマット･モップ、

害虫駆除機  WITH、コスモウォーター


