
君津本店の地下400mから汲み出される天然水君津本店の地下400mから汲み出される天然水

発行 : 〒299-1173   千葉県君津市外箕輪2-10-1　 TEL：0439-57-2611   /   FAX：0439-52-8978 / URL：http://www.naturalclean.co.jp
　　https://www.facebook.com/naturalclean.kimitsu　　https://www.instagram.com/naturalclean.kimitsu/　　＠naturalclean_co

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は高度な復元・仕上げ技術を通して、常に「人間力」 「技術力」 「サービス力」

を磨き続け、感動と感謝の気持ちで社会貢献してまいります。

～ 今よりも もっとよく～
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阪急メンズ東京  
ウォータークリーニング  オープン

期待を超える仕上りでお客様の笑顔と感動を引き出すのが
私たちナチュラルクリーンチームの唯一無二の仕事です。

　オープン初日の6月20日は、今年3月末に閉店したウォーター
クリーニング日本橋三越本店をご利用いただいていたお客様が
二名お越しくださいました。

　その中のお一人はこの日を待っていて下さったようです。

　緊急事態宣言の為、積極的なPRなくオープンの日を迎え、一
抹の不安はあったものの、初日に二人もお客様がご来店いただ
けたということは立派なものです。

人と人のつながりから生まれる
　　　　　安心感が信頼への鍵になる
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　何でもネットで買える時代に、敢えて
　「対面で顔を合わせて、信頼できる店舗に相談できる」
ことを強みに、銀座の地でお客様との信頼を築いていけるよう
スタッフ一同ワクワクしながら取り組んで参ります。
今後ともよろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　店頭スタッフ一同

　15年前、伊勢丹新宿店メンズ館ウォータークリーニングオープ
ン時には、一人のお客様のご来店もありませんでした。　その後、
ショップからのご紹介でボチボチ増え、2年後にはテレビ放映を
契機に一気に広がりを見せました。　　　　　　　　　　　　

　当時のことを思うと、今回、コロナ禍の中で、初日からお客様に
足を運んでいただけたというのは、とても良いスタートが切れた
と言えると思います。

■阪急メンズ東京 ウォータークリーニング
　5階　レセプションカウンター隣り
【営業時間】

　11:00～20:00　

　※阪急メンズ東京営業時間に準じ、当面の間上記のとおり
　　の営業となります。
【アクセス】
　〒100-8488 　東京都千代田区有楽町2丁目5番1号
　TEL　03-6264-5852　　FAX　03-6264-5853

　JR有楽町駅 銀座口 徒歩1分
　地下鉄銀座駅 C4出口、地下鉄日比谷駅 A0出口

■ナチュラルクローゼットサービス
◆室温18℃・湿度40％に管理
　し、消臭抗菌システムを採用。

◆外光、照明をシャットアウト。
◆衣類に最適な環境で、カビ
　や虫食い、色褪せを防ぐ専用
　保管庫。

※ワンハンガー2,420円（税込）で6か月間お預かりします



復元率：   　　　　95%
基本料金： 　　　　　　　　22,000円
技術料：(全体解き・仕立直しを含む)120,000円
合計金額：　　142,000円  （税込　156,200円）

AFTER

　前号からのお約束通り、O様よりお預かりしたセリーヌのジャ
ガード織り花柄プリントコートの復元工程と仕上りを紹介させて
いただきます。

　前回掲載したように、色の中には染料（繊維に直接定着する色
素）だけでなく顔料的（色素を樹脂で定着させるタイプ）な分子も
含まれているので、染抜き溶剤でその樹脂が溶けて色が動きま
すし、物理的にこするだけでも黒い色が付きます。

　性質の異なる染料が混在していることや、黒の染料が非常に
色移りしやすい状態であるため、部分的に縫製を解いて慎重に
汚れを取り除く作業をおこないました。

『日々是ドラマ』　―その後―
前号で紹介したセリーヌのデザイナー
コートの復元結果、続編です。

【復元料金】

●Cクラス【パーフェクト復元】

■CELINE ジャガード織り花柄プリント コート
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BEFORE

　内側の黒い生地からもあちこちに移染してしまうため、裾を一
旦ほどいてからシミ抜きの工程に移ります。　　　　　　　　　

　切り端の処理はパイピングが施してあり、素晴らしい完璧な縫
製のため、解く際は慎重に作業を行います。（下図赤の囲み部分）

　ただし、作業後に同じ状態に戻せる技術がないとこういった方
法はとれませんので、ほとんどの店舗でお断りされてしまうのが
現状です。

　

こすると黒が
色落ちしてしまう



ナチュラルクリーンの皆様へ

　この度、私の想いの詰まったお気に入りの洋服が新品ピカ
ピカになって手元に戻って参りました。
気持ちが舞上がっております。

　アクシデントから想い入れのある大切な服が残念な状態と
なり、とても冷静にいられずウォータークリーニングのナチュ
ラルクリーンに電話相談をいれました。

（中略）

　そして、ナチュラルクリーンから服のチェックの後、素材、染
め、クリーニングや復元の工程などの丁寧にご説明くださる
ご連絡を直ぐに頂きました。
不安でいっぱいな私は、だんだんと安心し、それが信頼と変
化してきました。
　「こちらの会社の、このメンバーなら託せる！」
そう確信して作業に入って頂きました。

　そして完成品がついに到着してパッケージを開くと、それ
は期待を遥かに超えた目を見張る素晴らしい仕上がりとなっ
て私の手元に返って来ました。
キラキラに甦った服と、気づけばキラキラな気持ちな私！ナチュ
ラルクリーンさんは私のメンタルまで甦らせてくれたのです。

　そこには、世間一般的なクリーニングの定義（洗濯物を
洗って返す。洗濯代行業者。通常のクリーニング屋さん）とは
全く別物であることに気づいてしまいました。

　それはまず、他人の愛するものに向き合う真摯な気持ち。
並外れた手仕事とサイエンスな分析力とスキル。そして、チー
ムワーク。最後にお客様の笑顔と嬉しい声を確認する作業。
どれをとっても絶妙なバランスです。

　代表代行は武道経験を持たれているとお聞きしました。
　武道というのは人の見えないものが見えてしまい、それが
敵か味方か？必要か必要でないか？瞬時に本質的なものを
見極める「感」というものを要するのですが、これがナチュラ
ルクリーンの手仕事に現れている気がしてなりません。

　そういう「感」、すなわち作品に向き合ったときの判断力と
決断力を技術にリンクさせて常に発想力を持ってチャレンジ
されている気がします。
　この度、私の想いの詰まった服がこのような素晴らしいス
タッフの皆様により手元に戻ってきたことを心から感謝いた
します。

　ナチュラルクリーンさんは業界唯一無二のクリーニング屋
さんであり、素晴らしい感性と技能を持ち合わせた最高の修
復復元屋さんです。
本当にありがとうございました。　　　　　　　　　Oより
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　今回ここまで復元したコートですが特殊な方法でプリントが施
されていることと、生地の風合いや性質、縫製、デザイン等を活か
すことも含めて、敢えて色落ち防止加工などは行っていません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　こういったお品の場合、お客様が着用することによって、再度
擦れによる色移りが起りますが、今回の経験があるため、ご依頼
いただければ次回はより速く、確実に修復することが可能です。

　ですので、安心してお召しになり、汚れが気になるようになりま
したらまた私共にお申しつけいただければ、同じようにキレイな
状態にしてお返しいたします。　　

　仕上がったお品物を受け取ったO様から、お礼のメールをいた
だきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　喜びと感動が伝わってくるメールに、スタッフも心から喜んで
います。皆洋服が好きですし、愛着を持って大切にされているお
客様の気持ちがわかるので、自分の事のように嬉しいのです。　

■慎重に縫い目を解いてジャガード生地の裏側を確認すると、表か
ら染められている黒の顔料染料は、裏まで通っていない事がわかり
ます。裏地の黒も作業の間にあちこち移染（色移り）してしまうため、
一旦解いて仕上げの際に元通りに縫い合わせて完成させます。
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NHK『あさイチ』にて放映されました　
5月20日に「思い出をよみがえらせるクリーニング店」として
ウォータークリーニング君津本店が紹介されました。
番組内で紹介された復元技術についてご覧ください。

　子どもの時からとってもお気に入りのぬいぐるみ。
台風19号で屋根が飛び、押し入れに入れていたこのぬいぐるみ
が泥まみれになってしまったそうです。

　屋根が崩れてきたことで付着した汚れを

　　①まず最初にほこりをエアーで飛ばす

　　②顔の部分を洗剤でふき取る

　　③シャワーで全体の汚れを落としてすすぐ

　　④足の裏の白い部分が汚れていたので染み抜きと漂白

　という手順でキレイにしました。

　毎回どの放送局でも同じですが、4月の下旬に始まったNHKの
取材も、長い時間をかけて撮影が行われました。
多くのお客様にご協力をいただきましたが、テレビの放送枠には
収まりきれない内容で、5月20日の番組内では2点について放映
されました。

【復元料金】
基本料金：(洗いと仕上げ) 　　　  　       3,000円　
修復復元費： (汚れ落し・シミ抜き)            3,000円
合計金額 ：                   6,000円(税込     6,600円)

N様より
本当にきれいに甦りました。時が甦るというのはこのことな
んですね、もう泣きそうです。
ありがとうございます、心から感謝です。

　思い出深いこの汚れた
ぬいぐるみを捨てることが
できず、なんとか元の状態
に戻してもらいたいと、今
回、なんでもキレイにして
くれることで有名なウォー
タークリーニング君津本
店に持ち込まれました。

BEFORE AFTER

■台風被害で汚れたぬいぐるみをキレイにしたい



着物やハイブランド品の一点ものなど特殊な修復の場合、職人
がお預かりし、直接確認したうえでお見積りさせていただきます。

●ベテラン職人も思わず唸る色褪せ
　頭を抱えて
　「こりゃ大変だー！買った方が安いぞーー！」
これが晴れ着を初めて目にした修復職人日名川氏の第一声で
す。今回依頼をいただいた晴れ着の素材はアセテートという化繊
のため、絹などの天然素材に比べると価格の上では安価で購入
可能なものです。

　それでも一旦縫製を解いて反物に戻し、染み抜きや色修正を
施す本格的な修復を行った場合、修復費用は購入した額の何倍
もの金額になってしまいます。

　今回は、思い出の晴れ着を曾孫が着る姿をどうしてもおばあ
ちゃんに見せたいというご家族の願いと、なんとか着付けができ
て違和感のない状態であればOKという了承をいただきましたの
で、縫製は解かず、多少の裏地への色移りなどの点はご理解いた
だいたうえで修復を行うことになりました。

　日常に何度も着るためではなく、お参りをして、その記念として
撮影をするのに支障がない程度に修復するということで、できる
だけ低予算に抑え、その範囲内で最上の仕上りを目指すというこ
とで納得いただき作業に入ります

30年前におばあちゃ
んが仕立ててくれた
七五三のお祝いの晴
れ着を、自分の子供
にもなんとかして着
せられるようにならな
いだろうか…というご
相談です。
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　今回の「あさいち」放映後に、全国の視聴者の方から人形やぬ
いぐるみのクリーニングについてのお問い合せが続々と寄せら
れています。

　ご依頼いただいた人形
は、40年前、ご自分が子供
の頃に大切にしてしていた
もので、番組をご覧になっ
てなんとかキレイにできま
せんか？とお問い合わせい
ただいたお品です。

　40年という時が経ってい
るため、外側だけでなく中
に詰められた綿などの中身
も汚れています。

●放映後の反響が続 と々!!

　そのため今回は、一旦本体から中身を取り出し、別々に洗いを
行い、中からも清潔にしてお返しする方法をご提案しました。　
なかなか他店ではここまでやらないんじゃないかと思います。

●洗いの手順

BEFORE AFTER

【復元料金】
基本料金：(洗いと仕上げ)                            12,000円
修復復元費：(汚れ落し・シミ抜き・わた洗い) 10,000円
合計金額 ：　　　　        22,000円(税込   24,200円)

1 2

3 4

5 6

7 8

■40年前の人形を白くキレイにして欲しい

■30年前の晴れ着を子供の七五三に着せたい
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●引いてもだめなら足してみな！
　国宝レベルの文化財の修復も手掛ける日名川氏は、今回この
フレーズを繰返しながら作業を行っていました。
復元というのは、汚れを取ったり退色した部分を元に戻すだけで
はなく、デザイン性を考えながら型押しや柄足し補正といった技
法を使って、新しく生まれ変わるように模様を加えて修復していく
センスが求められます。

　七五三参りは、子供の健康と成長を願う伝統行事ですので、
お祝い事ということと、女の子の晴れ着ということから多少賑や
かで豪華になっても許されるため、今回のような仕上りとなりま
した。

　紺色の生地が明るいピンク色に褪せ
てしまったのは、空気中の亜硫酸ガス
（車の排気ガス等に含まれる）によっ
て、地色に化学反応を起こしてしまった
「ガス焼け」によるものと判断します。
※黄色で囲んだ部分

　長くたたんでしまっておいたので、折
り目として外側に出ていた部分が空気
中の亜硫酸ガスの漂白作用により、箪
笥の中に溜ったガス成分に影響してこ
のように変色しています。

　この他にも、小さな点状の色褪せや
シミが広範囲にみられるため、着付け
たときに違和感のない程度に、ひとつ
ひとつを修正します。

BEFORE

AFTER
　アセテートはパルプ（セルロース）を
使った合成繊維のため、ポリエステル
のような石油系の繊維よりは染まりや
すいものの、絹などに比べると色の入り
が悪いという特徴があります。こういっ
た繊維の場合、完全に染色補正をする
ことは難しいため、バランスを見ながら
柄を描き加え、違和感がないよう復元
します。

　貝殻をつぶして粉状にした「パール
粉」という、光の角度で虹のように光る
素材で雲模様を加えたり、練金箔を
使って花模様を描き加えます。
※緑色で囲んだ部分
職人の絵心が問われる難しい部分です。

【復元料金】
基本料金(洗い) ：　　　  　     　　　　　　　　　　  10,000円　
修復復元費： 　　　　　　　    　　　　　　　　　　70,000円
　(変色、退色の部分洗浄・色合わせ染色補正・シミ抜き・柄足し補正)
　※型紙掘り・柄足し・デザイン・金銀加工・仕上げ料金含む
合計金額 ：                     　　　　　 80,000円(税込　  88,000円)

色褪せがきつく、
染色補正をして
も目立つ部分に
は柄を足して修
復しています。

パール粉で雲
柄を描き足し、
色ムラのある部
分が目立たな
いよう仕上げて
います。
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ウォータークリーニング  ビフォーアフター

全体の汚れ落としと、紺色に染替えを希望されています。
色見本を添えていただきましたが、材質が異なるため全く同じ色にはな
らない点をご了承いただき、作業に入りました。

ウロコ状で光沢のある見本の質感との違いと、
色目が反対色の黄色系統なので、ご希望どお
りに仕上げることは非常に難しく、可能な限り
近づけるということで、仕上げさせていただき
ました。

お客様は以前、専門業者から50%程度までしか復元は不
可能と言われ、納得できずにいたところ、弊社の職人日名
川氏の技術を知り、是非任せたいとご指名頂きました。

両袖、背部が赤く色褪せています。色褪せ以外に黒っぽ
い単なる汚れではないシミが見られます。 　　　　
試行錯誤の試験修正により、なんとか復元できる方法

■レザーグローブの洗いと染替え ■ブルネロクチネリ  レザージャケットの色修正

加工料金：    5,000円
技術料：    　3,500円
合計金額：    8,500円
　 （税込　   9,350円）

復元率：  80～90%

BEFORE

AFTER

汚れや色褪せを目立たなくする目的や、気分を変えるため
染替えのご依頼も多くいただいています。
現在進行中のご依頼については、復元結果を次号でお伝えします。

BEFORE

●A案  70%  合計： 59,180円 (税込) 
●C案  90%  合計： 86,680円 (税込)

●B案  80%  合計： 75,680円 (税込) 
●D案  97%  合計： 97,680円 (税込) 

現在進行中!!

■ポールハーデン  ウールジャケットの染替え 現在進行中!!

表地ウール100%のジャケットを、わずかに柄がでるように黒に染めてほしいというご要望です。
黒染めの程度を1から4でご提案したところ、4のご指定でした。
それには、このウール地を黒の染料の中で許されるだけ最高の高温で染色を何度か繰り返さなくては
いけません。しかし、このウール地は反物とはちがって厚手です。それをくたくた煮るということは相当縮
むことが予測され、縫い糸にも影響し、それを元に戻すということは至難の業です。というより、不可能に
近いことになります。
また、柄をある程度残すと言っても、黒の深みを出す際に少しでも、何秒かでも間違えると、柄が消えて
しまう濃さになってしまいます。
全く見えなくなる可能性が大であるので、最高の高温でなく、少しづつ黒を増やし、様子を見ながら染め
ていくという作戦と他の色を補足することで、黒さを増すことを捜しだすという作戦を練っています。
結果は次号でご紹介します。

BEFORE

を見つけ出し、時間をかければかける程よくなることがわかりました。
汚れ落し、色合せ、染色補正、風合出しの繰返しです。 納期は3ヶ月です。
お客様には復元率のレベルで4つの見積り案をお出しし、最高レベルの復元
率97%のD案をお選びいただきました。結果は次号でご紹介します。

１ ２ ３ ４



弊社のテレビ放映をご覧になられた東京都「みその幼
稚園」の園長先生坂本静枝様(84歳)からのご依頼です。

「書道中、不注意から手編みのセーターに墨汁を落とし
ました。その墨汁を取り除こうとして塩素系漂白剤を使
ったら色が退色しました。少しぐらい色が異なっても結
構です。思い出の品、なんとか宜しくお願い致します。」　
とのことでお預かりしました。　　　　　　　　　　

BEFORE

●技術者からのコメント
全体を洗って、漂白部分をもう一度、お客様が使っただろう漂白剤の成分を想定して、中和、濯ぎ
だしをした後、色合わせ試験を行い、それぞれの色糸の抜け程度を見て、色の調合をし、糸の一
本一本の色抜け0.5～1mm部分に染色していくことの繰り返しです。顔料染料を微妙に混ぜな
がら色合わせしています。　　　
この生地は織物です。糸で染めたものを組み合わせて織りあげてデザインしています。　　　　
よって、糸の色が抜けるということは、修復においては、まったく完全というわけにはゆきません。 
どれだけ元に近く修復するかということです。よって、特殊な方法で修復しています。その点ご理
解くださいませ。

AFTER

基本料金：             3,300円
加工料金：  　　  30,000円
技術料：    　　　40,000円
合計金額：    　　73,300円
　 （税込　   　　80,630円）

復元率：  85～90%

■MISSONI  SPORT  ニットの色修正
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仕上がったお品物を受け取られた坂本
様より、すぐにお礼のお手紙と共に復元
したニットをお召しになられたお写真
が届きました。　　　　　　　　　　

弊社のサービス内容について、スピード
感、技術力、スタッフの対応の安心感、
仕上りの丁寧さ、と高く評価していただ
き、スタッフ一同、安堵と共に大変喜ん
でおります。　　　　　　　　　　　

また、お手紙と同時に過分なお心遣い
を頂戴しました。ありがとうございます。
これからも、末永いお付き合いをさせて
いただきたいとの嬉しいお言葉をいた
だき、良いご縁にスタッフ一同心より感
謝しております。　　　　　　　　　
今後ともよろしくお願いいたします。　
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ウォータークリーニング  最新情報
百貨店が発信するウェブサイトでウォータークリーニング
についての記事が掲載されています。
今後の掲載予定も含めて紹介させていただきます。

■札幌三越   LUXURY  COLLECTION

■伊勢丹新宿店メンズ館   ISETAN MEN’S net

●モノを長く大切に使う「サスティナブル ライフ」
　札幌三越のウェブサイト「ラグジュアリー コレクション」の中で
「サスティナブル ライフ」として、大切なモノをメンテナンスしなが
ら、長く使っていくライフスタイルが提案されています。　　　　

　時計やジュエリーの修理と共に、弊社のウォータークリーニン
グについても取り上げていただき、それぞれのお客様に寄り添っ
たオーダーメイドのクリーニングとして、より多くのお客様にご利
用いただけるよう、紹介していただきました。　　　　　　　　

●コロナ禍で変った消費のスタイル
　長引くコロナ禍による生活の変化が、価値観の変化へと繋が
り、各世代を通して「良いものを大事にする」「気に入ったものを
長く使う」所謂「スローファッション」と呼ばれる志向が定着してい
ると言われている現在、百貨店も時代の流れを先取りした新しい
ライフスタイルを提案し、お客様のニーズに応えて行くことが求
められているのだと思います。

　私たちはクリーニング業界の中でも、衣類から革製品、着物と
あらゆる分野の修復ノウハウを積み重ねてきた長い経験があり、
他社では対応できない品物もお預かりできると自負しております
ので、今後もより一層お互いに協力して行けるものと思います。

■札幌三越  ウェブサイト 「LUXURY COLLECTION」
https://www.maruiimai.mistore.jp/common/event_calendar/luxu-
ry-collection/lux_202107.html
　

クリックすると「サスティ
ナブル ライフ」のページ
が開き、記事がご覧にな
れます。

※「SUSTAINABLE LIFE」のページはQRコードを
　ご利用いただけます。

●より多くのお客様に弊社を知っていただくために
　伊勢丹新宿店メンズ館のウェブサイトにて、メンズ館8階にあ
る弊社の技術やサービスを特集した記事を掲載し、より多くのお
客様に知っていただけるよう、現在制作が進んでいます。公開は
9月の予定です。

　オープンから15年となるウォータークリーニングを、更により
多くのお客様に知っていただけるよう取り組んで行きたいという
熱い思いを受け、スタッフ一同、今後の展開にワクワクしています。
どんな記事が出来るのか、今から楽しみです。
　
　サイトに掲載されましたら、あらためて紹介させていただきます。

■伊勢丹新宿メンズ館  ウェブサイト 「ISETAN MEN’S net」
https://www.imn.jp/
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ウォータークリーニング復元技術実演＆相談会
6月20日にオープンしたウォータークリーニング阪急メンズ東京店
開店後初のイベントが7月10日・11日に開催されました。
シミ抜き、染色補正、かけはぎの職人がプロの技を披露しました。

WATER CLEANING®
『ウォータークリーニング』復元技術実演&相談会
●期間：2021年7月10日（土）～11日（日）　2日間
●時間：13：00～17：00
●場所：阪急メンズ東京  5階 ビスポークサロン
　------------------------------------------------------------------------------　
6月20日（日）5階「WATER CLEANING」がOPEN！

今回ウォータークリーニングの技術である修復の実演と相
談会を開催いたします。【シミ抜き】【染色補正】【かけはぎ】
のプロが実技を披露。衣類やレザーアイテムのメンテナン
ス相談会も承ります。

なかなか実際に目にすることのないプロのハイレベルな
技術を間近で見ることができます。
是非この機会に感動の瞬間をご覧ください。

　オープン後初となるイベントが開催された週末は、多くのご来場
者様に興味を持っていただくことが出来た、実りある2日間でした。

　直接お客様からの反応が返ってくるという緊張も伴う現場での
実演は、作業を終えた3名の技術者達にとっても、手ごたえのある
貴重な経験となりました。

■松村　誠
【ウォータークリーニング相談会担当】
クリーニング師。繊維製品品質管理士。
洗い、しみ抜き、染色補正、アイロンプ
レスを得意とする修復師。
分かりやすく化学的に分析解説する、
「ウォータークリーニングなんでも相談
室」室長。

■小池　正樹 【しみ抜き・染色補正技術担当】
クリーニング師。しみ抜きと染色補正を得意とする修復師。
高級衣類や難易度の高いレザーアイテムのしみ抜き技術・染色
補正を担当し、日々全国から届けられる数多くの大切な品の修
復・復元を叶えている。

■岡野　晃兵 【かけはぎ技術担当】
かけはぎ修復師。
全国のセレクトショップ、オーダースーツ店、古着屋、ウエディング
ドレスショップ他より依頼を受ける。「かけはぎ」による衣類の傷や
虫穴等の「一番綺麗な修復」を追求し、日々沢山の依頼品の修復
を手掛けている。

これまで、TVをはじめ多くのメディアに紹介される。京都大学薬学部出身。

　2日間ご協力いただきましてありがとうございました。

　今回のイベントで阪急メンズ東京で働くスタッフ、お取引先、ショッ
プへのウォータークリーニングの知名度が抜群にあがったことを実感
しています。

　お客様との接客トークやご紹介などでどんどんご案内していただき、
集客に繋がればと思っています。ブランドや事業部の垣根を越えて、全
館のスタッフから頼りにされる存在になりたいと思いました。

　今回は初回のイベントで、認知されることが一つの目的だったと思
いますが、今後は技術者が来店するイベントで、お客様が直接相談で
き、日頃目にすることができない技術を見学できる素晴らしい機会と
いうことをアピールしていき、イベントを盛り上げていきたいと思いま
す。ウォータークリーニングのファンを沢山作りたいです。今後ともよろ
しくお願いいたします。　

スタッフ Y

■「ウォータークリーニング 阪急メンズ東京店」担当スタッフの感想より



ナチュラルクリーン加工サービス
―以下の加工をご要望の方はお申し出ください―

■防虫・防ダニ加工
◆衣類と寝具の防虫・防ダニ「衛生管理」
◆安全性の高い成分で長時間効果が継続

■ナチュラルクローゼットサービス
◆室温18℃・湿度40％に管理し、消
　臭抗菌システムを採用
◆外光、照明をシャットアウト
◆衣類に最適な環境で、カビや虫食
　い、色褪せを防ぐ、広さ70坪の専用
　保管庫

※ワンハンガー2,420円（税込）で6か月間お預かりします

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/service_takuhai.php

思い出の時が甦るウォータークリーニング

（代）

®

早春の風  第21号 ～夏の特集号～ 令和3年7月24日発行
発行：ナチュラルクリーン株式会社    千葉県君津市外箕輪2-10-1  

発行人：

12

■「Keep Clean!プレミアム加工」
◆複合金属イオン抗菌・消臭剤ZATの水溶液を噴霧する
　ことで高い抗菌、消臭、防カビ性能を長時間持続します
◆花粉アレルゲン対策として活用できます

無料

無料

■都内3店舗限定・ハンガー仕上でお渡し可能です!!
◆伊勢丹新宿メンズ館  8F
◆ヴァルカナイズロンドン  ザ・プレイハウス
◆阪急メンズ東京  5F
丈の長いコートやワンピースなどもシワにならないハンガー仕上をご希望のお客様は
都内3店舗のウォータークリーニングを是非ご利用ください。

NCオリジナル「クリーニングバッグ」
■全国から送料無料で宅配クリーニングサービスを!!

※必ず弊社から送付する着払いの宅配伝票をご使用下さい。

宅配サービスをご希望の際には、ご連絡いただければ抗菌防
臭加工済みの専用バッグと発送用伝票をお送りいたします。ク
リーニングバッグに衣類を入れて、直接伝票を貼付し発送して
いただけます。　　

専用伝票以外は
有料となります

をお届けします。

ご不明な点は　TEL: TEL 0439-57-2611　Mail: info@naturalclean.co.jp

3店舗でお預かりしたお品物につ
きましては、従来どおり無料にて
ハンガーでのお渡しが可能となり
ました。

◆３着入◆３着入
￥858 (税込 )

◆１着入◆１着入
￥407 (税込 )

【全国宅配でのハンガー仕上は有料ボックスのみとなります】
配送会社の都合により、昨年末からハンガーでのお届けご
希望の場合「専用有料ボックス」のみの取扱いとなっており
ます。ご指定のない場合は「たたみ」でのお届けとなります
ことをご了承ください。　※詳しくは店舗スタッフまで
「専用有料ボックス」の高さは最大1010mmです。これ以上のお品物については「たたみ」でのお届けとなります。

山田   幸雄
中田   輝道

　「三越伊勢丹ふるさと納税」のウェブサイトにある「地域
からさがす」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。（QRコードで表示します）


