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　職人というと硬い表情、眉間にシワを寄せて真剣にといったイメー

ジがありますが、表情が硬い時や、恐い顔をしていますと、

・  良いイメージが浮かばない。
・  硬くなって逆にミスや見落としが多くなる。
・  次の人につなげていくための配慮が失われている。

このように感じますので、私はできるだけみんなをリラックスさせて、楽

しく仕事が出来るようにしています。

　そして、みんなをリラックスさせる時に私は、微笑み（ほほえみ）を意

識することを心掛けています。顔の表情を意識的に作るだけでも、脳

には何らかの良い信号が発信されると思います。

　健康で元気で運気のある人は、

・  目がいつも笑っている。

・  微笑みの有る表情で謙虚に相手と対応している。

こういう共通性をもっています。

　健康指導においでいただいている断食道場の施設長である

伊藤さんはそんな感じの人で、彼女と会っていますと、とてもリ

ラックスできます。　

・  脳の老化が進みやすい。認知機能に影響。
・  自分が持つ能力が出せない。

このように思います。

微笑みは、脳をリラックスさせて、そ

の人が持つ能力を最大に発揮させ

ると感じます。

これは逆に言えば、険しい表情や、し

かめっ面をしていますと、

　もし険しい顔付きが癖になっていますと、眉間にシワが出来て、それ

は年齢よりも老けて見えて怖い人に思われるのでは・・・・・?。

　人間は、怒りのストレスが持続するほど、免疫力にも悪影響を起こす

と感じます。

　逆に微笑みはナチュラルキラー細胞(若返り細胞)を生み、風邪対策

やウイルス対策?の意味でも、これから微笑みがとても大切な時代に

なってきたのではないかと感じます。

　

　なにより微笑みを意識することは、自分の心境も、上昇させ運気も上

げていきますよ。

　皆さんも是非　微笑みを！

　また、特に女性は、普段の時から無心

で微笑んでいることが感じいいですね。

これが顔のシワにも影響し、脳の若返り

にも、美容にも良いことでしょう。『微笑みの時代』
ボスの今よりももっとよ く

いつもの散歩道 記： 山田法子

  ― 人はなぜ、大自然の中に身を置きたくなるの？

　なぜ、朝の光に包まれると、さわやかな気持ちになれるの？

　なぜ青空を眺めると、心がどこまでも澄みわたるの？

　それは、このからだそのものが自然だから

　もっと大きな自然と共鳴しあって喜んでいるから ―

　　光や風に、鳥の声に、これから咲く桜花に

　季節を感じれば感じるほど

　自分が自然と結びついていることが

　わかるから覚えておいてね。
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ナチュラルクリーン（株）　理念と経営方針

ウォータークリーニングという物心ともに洗浄し美しく復元していく仕事を通して、常に「今よりももっとよ く 」をテーマに、
「人間力」 「技術力」 「サービス力」を磨き続けていきます。そして、与えられたウォータークリーニングという革新的技術の
仕事に感謝すると共に、生かされている先祖と仏神に感謝し、そのご恩に報いるために社会の為に尽くしてまいります。

「今よりも もっとよく」～ＮＣネットワーク
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ウールリッチのスレ直し
いいものを永く着るためのプロのワザ

　このウールリッチのダウン

コートは、ダウンの量も多く、

気密性も高くて厳寒期でも暖

かです。

　ですから早朝散歩（外気は

0度）にはウールリッチダウン

はかかせません。

ただ、このウールリッチ。表地

は張り感があっていいのです

が、生地が堅めの分、摩擦で

スレて白っぽいところを染色補正して目立たなくしていきます。
まず、コートの色を調色するために、染料を選びます。
次に、梅皿に、茶色と緑系統を少しずつ取ります。
これを混ぜ合わせてコートの色に近づけていきます。

擦れているところに筆で塗っていきます。まず、袖口から。
ポケットの雨蓋も必ずスレるところです。

前立てもスレの定番です。凹凸の中にもしっかり色を入れます。
裾回りも忘れずに。一度塗っても、乾くと薄くなるので、繰り返し色
を入れていきます。

こうして色を入れたら、蒸気で蒸して色止めをして出来上がり。

前立ての白っぽさもだいぶ消えました。

ポケット雨蓋もかなり擦れていましたが目立たなくなりました。

袖口もきれいになっています。

　これから着用していく内にまた擦れて白っぽくなっていきますが、

軽いうちに修正すれば、簡単に直せます。

　生地が堅めの分、摩擦でスレやすいウールリッチやカナダグース、

また、黒や紺のトレンチコートなどは軽度のスレが目につきだした

ら、やはりクリーニングと共に「染色補正によるスレ直し」を希望され

たらいいです。

　ちなみに値段は10.000円～。

今回のウールリッチの「スレ直しの染色補正」で10.000円です。

擦れやすく、濃い色の場合は白っぽさが目立ちます。
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After

リュックの素材自体は乾きや
すいですが、背中やベルトの
パットが水を吸っているので、
そこが乾けば出来上がり。

全体的に明るくなった気がし
ます。

家庭で出来るメンテナンス術
■リュックの汚れを落とす

　バッグは床に置いたり、色々なものに触れたりしますから、知らな

いうちに汚れが付いています。

こまめに拭き取って、早いうちに

毎日背負って歩いているリュックですので、かなり汚れています。

洗面器に水を入れて、液体の洗濯洗剤をキャップ一杯溶かし、洗濯

用のブラシに付けます。

そして、汚れているところをゴ
シゴシ擦って汚れを取ります。
リュックの上側やサイドは汚れ
が激しいので念入りに擦って
おきます。

背中やベルトは汗がたくさん染み込んでいるので、たっぷり洗剤を付
けておきます。

残った洗剤は水の中に入れて、手でザブザブと洗います。
汚れが激しい時は、30分くらい漬け置きします。

水でしっかり濯いで脱水し、ハンガーに吊るして乾かします。
リュックが大きくて脱水できないときは、バスタオルで水を拭き
取って、中が乾きにくいですから、しっかり拭き取ります。

こうして比べてみると、かなりきれいになっています。
黄ばみも取れ、染み込んでいた汚れも取れてすっきりしました。
色落ちが心配な場合は、隠れている部分などに洗剤液をつけて
試してみてから始めると良いでしょう。

日頃のお手入れで気持ちよく

汚れを取っておきたいですが、

酷く汚れてしまったら、全体を洗

います。

　では、今回は、ノースフェイス

のリュックを洗います。
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 「リングヂャケットスーツフェア」のお知らせ

　リングヂャケット各店において、スーツフェアを開催いたします。

　期間中にスーツをご購入していただいたお客様へナチュラルクリー

ン株式会社によるスーツのウォータークリーニングサービス券をプレ

ゼントさせていただきます。    ― チケット有効期限：2020/9/30(水) ―

　この機会をぜひご利用くださいませ。

【リングヂャケットとは?】

　　リングヂャケットのスーツは何が凄いかと言うと、軽くてやわら

かな着心地。そのために、1枚の布に何度もアイロンをかけて身体の

丸みに沿わせ、いせ込みという巧みな縫製技術で立体的な服に作り

上げる。肩パッドなどの副素材は極力使わない。手縫いと同じ仕上が

りになるようにミシンの速度も極力遅くして縫う。　だからか、工場で

はあまりミシンの音が聞こえない。仕上がりを左右するプレスも一つ

一つ丁寧なアイロンワークで、まるで高級なクリーニング店のようだ。

「既製のスーツなのにまるでオーダーメイドの着心地リングヂャケットの スーツ」
いであつし （コラムニスト）より抜粋転載 

2019年10月25日　メイドインニッポン漫遊録　【ひととき】　 ※尚、ウォータークリーニングは特殊水で衣類を洗いますので、洗剤

成分が繊維の奥まで浸透し、当然ウイルスは洗い流されていきます。

ウイルス対策担当：京大薬学部出身　技術部長　松村誠

　ナチュラルクリーンの君津工房は、一に

掃除、二に掃除、三四がなくて五に掃除と

いったように、掃除と整理整頓で清潔な

環境を保っています。

　また、マスクは当然着用し、表面には落

花生の薄皮のエキスを噴霧して抗菌させ

ています。

ナチュラルクリーンの
　　コロナウイルス対策

　君津工房では癌治療の専門家、横内醫院の横内先生の指導によっ

て、壁などに光触媒をコーティングして、ウイルス対策をしています。

　光触媒を施した壁に、太陽光や照明の光が当たると、その表面に強

い酸化力が生まれ、そこに、ウイルスや細菌類、臭い成分などが触れる

と、酸化され、分解されます。

　その効果には

　　1.除菌効果　

　　2.抗ウイルス効果　

　　3.消臭効果　

　　4.室内空気の汚染ガスの分解

などがあります

　これまでは、光触媒の材料として酸化チタンが使われていましたが、

君津工房で使用している光触媒には酸化タングステンが使用され、

LEDの光や弱い光でも、強い効果を発揮します。

2/27ボスのブログより

　また、抗ウイルス対策として、専用

の高性能サーキュレーターを使い、

アメリカで医療用に開発された特殊

な抗菌ゲルを、工房全体に行き渡る

ように拡散させています。

有効成分が空気の移動と共に拡

がり、空間と衣類の除菌を行います。

　事務所を含めて工房内には6台、木更津工場の保管庫には4台を

稼働させて、衛生的な環境を維持しています。

フェア期間：3/13(金)～3/31(火)

開催店舗

RING JACKET MEISTER 206 YODOYABASHI／RING 

JACKET MEISTER 206 AOYAMA／RING JACKET MEISTER 

GINZA／RING JACKET MEISTER HAKATA HANKYU／RING 

JACKET GRAND FRONT OSAKA／RING JACKET ISETAN 

MENS／RING JACKET MEISTER ONLINE



編集後記

　世界中で感染症が流行し、様々な情報が錯綜しているかに
見える状況ですが、こんな時こそ基本に立ち返り「掃除」「早
寝・早起き」「免疫力の強化」と地道に身の回りを整えるこ
とで、積極的に抵抗力のある体をつくっていこうとスタッフ
全員で日々学んでいます。また、テーラードプレッシング研
究会等、独自の技術研鑽プログラムに取り組み、さらなる進
化を目指して参りますのでこれからのナチュラルクリーンに
ご期待ください。

まず、撥水剤を水に溶かします。この
撥水剤の成分はフッ素樹脂で、生地
の表面に細かな突起のある薄い膜
を作って水を弾きます。

そして、洗ったダウンを撥水剤に漬け
込みます。ウォータークリーニングで
は、水洗いの最後の工程で、濯ぎの後
に撥水剤に漬け込みます。

漬け込みで撥水すると、全体がムラなく加工でき、内側も撥水効
果を持てます。

脱水が終わったら、タンブラーで乾燥します。

水をかけてみると、きれ
いに弾くようになりました。

表面に撥水剤の被膜が
できたことで、汚れも付き
にくくなります。

ダウンの撥水加工
仕上がり前のケアで差が出る

　ダウンコートの撥水加工について紹介していきます。

　ダウンは雨や雪に逢うことも多く撥水加工は必需です。

　ウォータークリーニングでは、今年も撥水加工キャンペーンが始ま

り、ご希望の方には、ダウンの撥水加工が無料になります。

●3月1日より

　◆ウォータークリーニング子安店　☎0439-57-2815
火曜定休を、火曜・木曜定休の週休二日に変更させていただきます。

　◆ウォータークリーニング木更津店　☎0438-22-4646
日曜定休を、日曜・木曜定休の週休二日に変更させていただきます。

　なお、お急ぎのお品物がございましたら、ジョイフル本田  となり
「ウォータークリーニング君津本店」☎0439-52-8977（第1・第3日曜
定休）にお持ちいただけますようお願い申し上げます。

3/3～ 8/15まで無料
撥水加工
ダウンのクリーニングで

無料
通常価格5,000円のところ

サービス
【サービス対象品目】【サービス対象品目】
■ダウンジャンパー ■ダウンコート ■ダウンベスト■ダウンジャンパー ■ダウンコート ■ダウンベスト

今年も
始まりました

撥水加工の利点

●雨を弾き、濡れた輪染みができにくくなる
●汚れが付くのを防ぎ、しみ込みにくくなる

　シーズンの終わりに正しくケアをしておくことで、次のシーズンも

気持ちよく着ていただくことができます。

　温度と湿度が一定に保たれた抗菌・消臭空間で、洗ったダウンを

次のシーズンまで6か月間お預かりする「安心保管サービス」も大

変好評をいただいております。

※ご希望の方はお客様送付状に「撥水加工希望」とご記入ください。
　　店舗ご来店の際は受付スタッフにご希望の旨お伝えください。

 その他のお知らせ

●現在、ナチュラルクリーンでは水の専門研究所とタイアップして、さ
らに進化した「クラスタルウォーター」の研究開発を行っております。
詳しい詳細は次号「早春の風」でお伝えいたします。

安心保管サービス
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