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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神仏に感謝し、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。
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「良い志を持つということ」

〜「はばたく中小企業・小規模事業者３００社」受賞〜
本人の志が悪い方に変われば、
元の悪い状態に戻るのも早いので、
日々の学びや気づきは是非継続してほしいです。
人間はイライラしたり腹が立ったり悲しんでも良いのです。
ただ、良くなりたい、お役に立ちたいという志を
なくなさないことが大事です。
良い志を持つ限りは、
同じく成長を志す存在が集まってくるものなのです。
人間は志が大切です。

そして良い方向へと進んでいけます。

それは、良いも悪いも

その人の普段の思いや行動に合う、

目に見えない存在や、現実の人物等が集まってくるからです。
人間は何かのために尽くしたいと思っていると、

同じような志を持つ人たちや関係者が集まって来て、

その志の具現化や創造に向って

共に歩むようになっていきます。

また、
自分の良心は本人が良い志を持っていると
表面に発露してきます。

すると、本人の顔相も良いものに変化し

去る2020年11月21日、
ナチュラルクリーン株式会社は
「中小企業庁」
より
「はばたく中小企業・小規模事業者300社」
に

生活環境も徐々に良い方向へ変化していきます。

選定、
表彰されました。

つい最近のことですが、

全国で約360万社ある中小企業・小規模事業者の中の300社

パートとして入社一週間でしたが、
私や法子さんの助言で

として表彰されたことは、大変名誉なことであり、
社員一同歓びに包まれました。

お母さんの介護で実家の富山に行くことを決意された正田さんは、

「ここに来て本当に良かった。
こんな温かい場所は他にはありません」
と、心から感謝しておられました。
多くのスタッフたちは

「研修生で入ってきた時の彼女の人相と

富山に行く時の人相はまるで別人の様に良いものに

変化していてとても嬉しかった」
と、
とても喜んでいました。
それは、

この場の環境の温かさや、
日々の心の学び、
人の優しさや思いやりに触れ、

本人の良心が表面に発露してきたからです。
彼女には、

「ぜひ、富山に行っても、私のブログを読んで
日々の心の柱や学びにしてほしい」
と

お話ししましたが、
とても嬉しそうに頷いておられました。

「思い出の時が甦る」
ウォータークリーニングとして
これからも良い志を持ち
「実践者としての道」
を
一歩一歩前に進んでまいります。
ナチュラルクリーン代表ブログ「日々是笑日」から抜粋・転載
著：伊勢白山道より抜粋転載・参考

代表代行 中田輝道

※ 経済産業省 中小企業庁 編 「はばたく2020 中小企業・小規模事業者300社」
より弊社掲載ページの 抜粋・転載

温度と湿度の高い世界はカビで覆われてしまう
―クリーニングに見るコロナとカビ―

その一つがマレーシア

冬が深まるにつれて、新型コロナウィルス感染の第三波が、

のデパートですが、
コロナ

急速に拡大してきています。

の影響で、2カ月間営業を

第三波の特徴として、60代以上の感染率が高く、第二波に比

停止して、その間、空調も

べて、重症者が増えることが懸念されています。

止めておいたところ、陳列

弊社の特徴はウォータークリーニング（特殊水洗い）
での衛

してあった商品が皆、カビ

生管理です。衣類を根元からきれいにして、除菌、抗菌も行うこ

が生えてしまったそうです。

とで、
ウィルス対策にも寄与できればと考えています。

ここまでカビに覆われて
しまうと、元には戻せませ

●今年のお品物の特徴は「あまり着なかった衣類」

ん。空気が止まったままに

さて、毎日クリーニングに入荷してくる品物を見ていて、特に
感じるのは、今年は、キレイなままの衣類が多いことです。
コロナ禍の影響で外出できず、
ほとんど着用できなかった衣類
を衣替えで仕舞う前に出されているようです。
あまり着ていない服をクリーニングに出すのはもったいない

気もしますが、実際は、一度でも着ると、汗や皮脂をはじめ、見

た目はきれいでも汚れが必ず付いているので、そのまましまっ
て、
カビや虫くいの原因になるより、
クリーニングしておいた方
が安心です。

なることの怖さを感じます。
Nex Nezeum氏(5/10投稿)Facebookより

また、
マレーシアでは、映画館の座席も、営業停止の間にカビ
に覆われてしまいました。
ここまで酷くなくても、
家庭のクローゼットの中
でも今年は、似たような
状況がたくさん起こって
いたようです。

●例年より多い「カビの生えてしまった衣類」
それと、
もう一つの特徴は、
カビの生えたものが多いこと。
これは、衣類に限らず、バッグや靴などの革製品や毛皮のカビ
も、いつもの年よりかなり目立ちます。
カビに関しても、
コロナ禍の影響が大きくて、いつもの年なら

着たり、持ち歩いたりするのが、今年は家の中に置いたままに

なっていて、
気が付いたらカビが生えていたという方が多いです。
カビの胞子はどこにでも居
て、衣類や革製品にも、いつ
もいくつかは付いているわ
けですが、それだけでは、目
にも見えないし、なにも問題
は起きません。
カビの胞子が根を生やすように繁殖する様子

このカビが繁殖して目に見えるようになってはじめて、
カビが
生えたということになります。
カビが繁殖する条件は、温度と湿度が高く、
カビの栄養にな
るものがあるということですから、湿気の多い日本の風土で、汚
れの付いた衣類や、素材自体がカビの栄養になる革製品は油
断するとすぐにカビが生えてしまいます。

●条件が揃えば一気にカビに覆われてしまう場合も
条件が揃ってしまうとカビが一気に繁殖してしまうという例

が、
コロナ禍の中で今年はいくつもあったようです。

コロナの感染率を下
げるために、部屋を加湿
することが、逆に、
カビの
繁殖を助けている面もあ
ります。
Nex Nezeum氏(5/12投稿)Facebookより

●プロの保管で大切な衣類のカビをシャットアウト
コロナ禍がこのまま続けば、本当に密閉された湿度と温度の
高い空間の世界は、
カビで覆われてしまいます。
本当に大切なものは、温度や湿度を管理して、紫外線による
色焼けも防ぎ、抗菌、除菌設備も整った、弊社の安心保管サー
ビス
（ナチュラルクローゼット）のような専門的な場所に預けて
おくのが、結局のところ一番安心できると体験的に実感してい
ます。
京大薬学部出身、
クリーニング師、繊維製品品質管理士
技術部長・メンテ・マイスター（メンテ専門相談員）
松村

誠

安心保管ナチュラルクローゼットサービス
抗菌・消臭・防カビ・防虫・防ダニの環境で
衣類・レザーアイテム・寝具を 6 ヶ月お預かり

2.200 円（税別）

詳しくは Web サイトをご覧ください

サービスについてのお問合わせ

TEL : 0439-52-2611
E-Mail : info@naturalclean.co.jp

「テーラードプレッシング研究会」 ―第4回−

ジャケットの中身を解剖する
11月中旬、スタッフのプレス技術向上のための恒例の
「テーラードプレッシング研究会」
（ 講師：南青山ビスポーク
テーラーディトーズ

水落卓宏氏）の第四回を開催しました。

今回のテーマは「スーツを実際
に分解してその構造を理解する」
というもので、
スタッフ全員開催を
とても楽しみにしていました。
価 格 的 にも幅 の ある３ つ の
スーツの縫製を解きながら、パー
ツの形状や芯地や副資材の縫い
方、
ミシンと手縫いの違いなど、仕
立て上がってしまえば目に触れる
ことのない裏地の内側について、講師の水落氏に細かく解説
をしていただくという内容です。

今回用意したのは、以下の3点のスーツです。
■社員の量販店の「既製品スーツ(5万円)」
■代表が昔着ていた「ポールスミスコレクション(13万円)」
■代表が某デパートのテーラーメイドで作った
「フルオーダー(40万円)」
実際に縫い目をほどいて内部の構造を確認していくと、そ
れぞれがどこに主眼を置いて作られているのか？ということが
明確にわかります。
量販店の既製品は、速く
大量に、見た目の良い製品
を安く提供することを目的
としていますので、手縫い
の工程を出来る限り削って
機械化されています。型崩
れを防ぎ縫いやすくするた
めに、生地の風合いを殺し
てしまう
（柔らかい生地を
固くしてしまう）接着芯を多
用しています。

◆ビスポークテーラーの使う芯地は
顧客に合わせて一つ一つ異なる

また、服にメリハリのある立体的なシルエットを
作るアイロンワークも施されていないため、平坦な
作りとなっています。
そのため、
クリーニング後のプレスでもテーラード
のアイロンワークは必要ないということになります。

中間の値段のポールスミスコレクションのスーツ
は、
どういった点が違うのかというと、手縫い風のミ
シンを使って装飾的にしたり、
フルオーダで仕立て
られたようなディテールを簡易に表現したり、生地
がより上質であったりと、見た目的に見栄えがする
お洒落な作りとなっています。
実際に分解して内部を見てみると、量販店の既製
品よりはお値段的に工程を踏んで手間も技術もコ
ストも掛けてはいますが、やはり縫製工場の製品と
◆ビスポークテーラーの手縫いジャケットを解剖すると確認できる副資材

なります。

一方フルオーダーは、長く着
用されることを前提に
「太ってし
まった・・・。」
「子供に譲りたい。」
など、サイズ直しに対応できるよ
うな布地の余裕を考慮した手間
の掛かる仕立てをしています。
また、お安い製品では「出来

「ヴァルカナイズ・ロンドン」
青山店でウォータークリーニングの
取次ぎが始まりました
イギリスの伝統的な老舗ブランドから今注目の旬のブランド
まで約40のブランドが集う、日本初のリアルロンドンを体験で
きるアーケードショップ「ヴァルカナイズ・ロンドン」
銀座と南青山、名古

芯 」という出 来 合 い の 芯 地 を

屋の店舗には、英国

使って作られますが、顧客の体

王室御用達のステー

形に合わせてアイロンワークで成形し、熟練の技で手縫いして

ショナリーブランド

芯地を仕立てるなど、
どの工程においても妥協なく時間も手間

「スマイソン」や世界

も技術も掛けられた贅沢な作りがされています。

中のセレブリティに

ビスポークとは、
「何かに

愛用されているスー

ついて語る」
という意味の動

ツケースの「グロー

詞「be speak」に由来し、顧
客とテーラーと
「話をしなが
ら」注文を受けていくことか
ら、そう呼ばれるようになっ
たと言われています。

ブル&アッサー」など、英国が誇る上質なブランドの数々が一同
に会し、オープン以来、本物を求める多くのお客様に支持され
ています。
「ヴァルカナイズ・ロンドン」に揃う老舗ブランドのアイテム

お好みの生地で、
ディテールに凝ったオンリーワンのスーツ
であるのだから、
クリーニング後のプレスでも手間を掛けなけ
れば元には戻らないということになります。
これらの違いが価格の違いとなって、日頃私たちの目にす
るスーツというものが成り立っています。
工房で毎日お預かりする様々なスーツを、速く美しく仕上げ
るには、目の前の服には何が必要なのか？を具体的にイメー
ジすることが大切になります。
プレススタッフたちは、実際に一度仕立て上がったスーツ
の、分解された内部を見るという経験によって、日々のプレス
作業に即活かしていける知

識を得ることが出来ました。
この君津工房には量販店
のスーツから70万円のブリ
オーニやアットリーニ、100
万円もするビスポークスーツ
まで様々なスーツが全国か
ら送られてきます。
こういった
知識を活かしてさらなる立体
的なプレスの美しさを追求し
ていきます。

ブ・トロッター」、
シャツ界のロールスロイスと謳われる
「ターン

アイロンプレス部門チーフ 及川勉

は、
「いいものを永く使う」
という価値観の根付くイギリスらしく
どれも適切なメンテナンスをしながら使い込むことのできる、息
の長い逸品ばかり。その製品は日本で購入しても、専門の修理
サービスを受けられる体制が整えられています。
こういったコンセプト
のもと、
「ヴァルカナイ
ズ・ロンドン」青山店が
ウォータークリーニング
の取次ぎ窓口となり、衣
類やバッグその他の革
製品の洗い、修復を受け付けるサービスが新たに始まりました。
12月上旬に君津工房を訪れた、銀座店・青山店の担当者の
お二方からは、
ナチュラルクリーンで行われているクリーニング
の内容に大変驚き、感銘を受けたと熱のこもった感想をいただ
いています。
私達の、
「理想」のクオリティーを目指す情熱と、
「ヴァルカナ
イズ・ロンドン」の「本物」
を追求する熱い思いが出合い、
またひ
とつ新たなワクワクが始まりました。

■お問合せ

ヴァルカナイズ・ロンドン @ ザ・プレイハウス

〒107-0062 東京都港区南青山5-8-5 ☎ 03-5464-5255

ウォータークリーニングが
「ふるさと納税」の返礼品として
ご利用いただけます

君津市のページをスクロールすると、下記のボタンが表示さ
れているのでクリックします。

●ふるさと納税とは？
「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」 「自分の意思
で応援したい自治体を選ぶことができる制度」
として創設され
た納税制度です。

そこに以下の5種類が返礼品として表示されますので、寄付金

生まれ故郷に限らず、応援したい全国のどの自治体にでも寄
付という形で貢献することが可能で、自治体ごとに用意されて

額に応じたサービスをお選びいただく形になります。
※君津市では、返礼品が受け取れるのは市外に在住の方のみとなっています

いる返礼品を金額に応じて受け取れることや、寄附金額の一部
が所得税及び住民税から控除され、翌年の税額から減額され
ることから、大変注目されるようになってきました。

●君津市のふるさと納税返礼品として登録されました
この度、
ナチュラルクリーン株式会社では、
「三越伊勢丹ふる
さと納税」のウェブサイトからお申込みいただける、千葉県君津
市へのふるさと納税の返礼品として、サービスを提供することと
なりました。

「三越伊勢丹ふるさと納税」のウェブサイト
https://mifurusato.jp/

●ふるさと納税返礼品としてお選びいただく手順
「三越伊勢丹ふるさと納税」のウェブサイトにある
「地域から
探す」のページで千葉県君津市を選ぶと、君津市からの返礼品
が一覧で表示されます。

全額控除されるふるさと納税
額は収入や家族構成によって異
なります。
「三 越 伊 勢 丹 ふるさと納 税」の
ウェブサイトには控 除 額シュミ
レーターや、ふるさと納税の仕組
みを、わかり易く解説したページ
が用意されていますので、是非ご
覧になってみてください。
■お問合せは、
「三越伊勢丹ふるさと納税」のウェブサイト
「お問い合わせフォーム」から送信していただけます。
https://mifurusato.jp/apply.html?id=CONTACT

まして、店頭受付を終了させていただくこととなりました。

User:Kakidai,CC BY-SA 2.5

4月からは、伊勢丹新宿メンズ館8Fウォータークリーニン

グ店と統合化して新たに再スタートいたします。

伊勢丹メンズ館８Ｆウォータークリーニング店にて

長年に渡りご愛顧いただきました日本橋三越本店本館2F
ウォータークリーニングですが、2021年3月31日
（水）
をもち

皆様をお待ち申し上げておりますので︑

「日本橋三越本店ウォータークリーニング受付終了」

引き続きご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます︒

お知らせ

ハンガー便が立体有料箱に変りました。
■平面包装（たたみ）にて、お返しいたします。
佐 川 急 便『ハ ン ガ ー 便』の 廃 止 に 伴 い ス ー ツ・
ダウン・スラックス・スカートの梱包方法が変わりまし
た。ハンガーをご希望の場合、有料の立体箱となります。

■３着入

￥780 ( 税抜 )
税込価格￥858

サイズ ― 1010×490×490mm

【梱包可能な衣類】
・スーツ―３着 ・ダウン―２着
・スラックス、スカート ―６着

■１着入

￥370 ( 税抜 )
税込価格￥407

サイズ ― 970×500×105mm

【梱包可能な衣類】
・スーツ―１着
・スラックス、スカート ―２着

詳しくは Web サイトを
ご覧ください。

http://naturalclean.co.jp/mob/page-3135
サービスについてのお問い合わせは、
下記にご連絡ください。
TEL : 0439-52-2611 E-Mail : info@naturalclean.co.jp

思い出の時が甦るウォータークリーニング

〒299-1173 千葉県君津市外箕輪 2-10-1 TEL 0439-57-2611

日本全国から宅配サービスを承ります

ナチュラルクリーン株式会社 / ウォータークリーニング宅配係
〒299−1173 千葉県君津市外箕輪2-10-1
Tel: 0439-57-2611 Fax: 0439-52-8978
http://naturalclean.co.jp/service̲takuhai.php

