
  令和　　   年　　  月　　   日 衣類の発送日

ご住所

FAX

TEL 携帯TEL E-Mail Address

ふりがな

お名前
〒

■ 料金が基本料金のみのお品物は、お見積り要・不要に限らず作業に入らせて頂きます。
（出来るだけ早く、お品物をお届けしたい為）

■今回のご利用が ■ポイントカードの同封3回目以上2回目初めて 無しあり（　　枚）

■何で当社をお知りになりましたか？ ＨＰ ＴＶ その他（ ）口コミ雑誌

品名 見積 点数 貝ボタン脱着保管サービス 汚れやキズの場所、ご希望欄
要　不要 要　不要  （　　 ヶ月）

要　不要

要　不要

要　不要

要　不要

要　不要

要　不要
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要　不要

要　不要

要　不要

要　不要

要　不要

しみ抜き

「宅配サービスのご利用前にご理解・ご承諾頂きたいこと」に同意「クリーニング事故等の賠償について」に同意
ハンガー便の配送サービス変更のお知らせを確認

ホームページでご確認の上、下記にチェックを入れてください。

点数合計

過去に色修正、色かけをした事がある品物はありますか。ある場合はご要望欄に記入してください。

ウォータークリーニング
送  付  状

■  

ー

■「お見積もり不要」のお客様は、お品物１点ずつの特殊料金（しみ抜き、染色補正、修理等）が5500円（税込）以内であれば即 作
業に入らせて頂きます。5600円（税込）以上は、ご連絡させて頂きます。（しみ等は時間が経過すると取れにくくなる為）

■事前にご着用される予定がある場合やお急ぎの場合は、その旨を明記して下さい。
■お支払い方法は代引き（現金またはクレジットカード）または、お振込となります。尚お振込の場合は仕上時に未入金
の場合発送が出来ませんのでご了承下さい。

■お届け先が異なる場合はご要望欄にご記入下さい。

■到着連絡ご希望の方でも、２回ご連絡させて頂き繋がらない場合は、作業を進行させて頂きます。

■貝ボタンの衣類につきましては、基本的にボタンを外してからクリーニングをさせて頂きます（脱着料1コ/ 429円税込）
 ボタンをお付けする際の糸は似寄りとなります。ボタン脱着不要の場合は、その旨を明記して下さい。ただし、気を付けて  洗
いを致しますが、まれに割れたりキズがついてしまう事がございますので、予めご了承下さい。

■レザーを除く全てのお品物に抗菌を施しております。

衣類送付先　ナチュラルクリーン株式会社 〒299-1173 千葉県君津市外箕輪2-10-1   TEL  
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確認事項

必ずお読み下さい

※全項目をご記入の後 お品物と同梱して下さい。

お見積りのご希望連絡先にチェックを入れて下さい。

衣類の到着連絡 　　要　　 　不要

■ご要望欄

0439 -57 -2611
090-1552-7000



クリーニング承諾書

ウォータークリーニング

・ナチュラルクリーンでは、お客様よりお預かりしたお品物の素材、状態に配慮し、細心の注意を払って

作業及び保管を行いますが、クリーニングのお申し込みにあたっては、下記の点をご確認頂き□にレ点を

入れて下さいますようお願いいたします。

□素材が繊細な商品ほど着用やクリーニングでダメージを受けやすく、⾧く着用するにはデリケートな取り

扱いが求められます。クリーニングの洗いの工程は、一般的にはドライも水洗いも機械を使っての洗浄に

よって汚れを落としていきますが、商品に機械力を加えることによって、若干の色彩・風合いの変化や多

少の収縮が生じ、「素材の変化収縮」や「縫い目滑脱」が起こることがございます。

なお、ナチュラルクリーンで使用しているドライ溶剤は、化粧品の原料としても使用されているシリコン

で出来ている溶剤であり、人体や環境に悪影響を与えるものではありません。

□以上の問題を解決するために、お客様には機械力を加えず、商品の特性を知り尽くした熟練者の手で、ド

ライも水洗いも丁寧に商品を一点ずつ押し洗いする「一点洗い」をお薦めしています。「一点洗い」は、自

然の風合いをそのままにし、繊細なディテールを崩さず、機械力の一番の難点であった「素材の変化収

縮」や「縫い目滑脱」が起きにくい工程になっております。なお、「一点洗い」は、熟練者が専属で担当い

たしますので、基本料金の２倍の料金をいただいております。

□染み抜きや汚れ落とし等のお見積り金額を確定するため、お預かりのお品の染み抜き試験や全体の試し洗

いを無料でさせていただくことがございます。

□染みは月日が経過すればするほど落ちにくくなるため、染み抜き・染色補正・汚れ落とし料金が合計で

5.500 円以下の場合は見積連絡なしで作業に入らせていただいております。

□見積連絡を差し上げて 1 週間経過してもご連絡のない場合は、衛生管理上の問題がありますので、作業に

入らせていただきます。

□仕上がり品につきまして、お気付きの点等のお申し出は、お受取日より 14 日以内にクリーニングタックと

一緒に店頭までお持ち下さい。

□仕上がり品のお預かり期間は、原則として仕上り予定日より 2 週間とさせていただきます。

なお、お客様のご都合で当該期間内にお引き取りいただけない場合は、お仕上がりの品質等を考慮しご配

送させていただきます。なお、送料は弊社負担とさせていただきます。また、お客様のご都合でお受け取

りいただけない場合は、NＣクローゼットに保管させていただき、別途保管料金を頂戴いたしますので、予

めご承知置き下さい。

保管商品には総額 1 億円の損害保険(東京海上日動火災保険株式会社)がかけられております。



クリーニング事故等の賠償について

お預かりしました洗濯物の取り扱いには万全を期しておりますが、万一、紛失・汚損等の事故が発生し

た場合、「クリーニング事故賠償基準」に基づき賠償対応させていただきます。 

・この賠償基準では、アイテムごとの「平均使用年数」と「購入してからの経過月数」によって補償割

合を決定し、購入金額に乗じて賠償金額を算出します。

・以下の場合は賠償責任の範囲外となりますので、ご承知おき願います。

① かたみの品、記念品などの主観的価値の高い品物

② ビンテージ物、骨とう品など、希少的価値の高い品物

③ 海外での購入品などの代替性のない品物

④ 取り扱い表示、縫い付けタグがない品物、切り取られている品物

⑤ 臭いなどの主観による品物

・以下の場合は賠償責任の範囲外となり賠償に応じかねますので、この期限内でお申し出くださいます

ようお願いいたします。

① お客様が洗濯物を受け取られてから 6 か月を経過した時。

② ナチュラルクリーン㈱が洗濯物を預かってから 1 年を経過した時（但し保管預かり期間等を除く） 

③洗濯物をお預かり後 90 日を過ぎても、お客様のご都合で仕上り品をお引き取りに来られない場合

は当該期間に生じた虫食いや変色などの賠償責任には応じかねます。

ご確認いただけましたか？ □はい ・ □いいえ

(承諾書にご記入いただきました情報は、ナチュラルクリーン株式会社において、お申込みいただいたクリ

ーニングに関するご連絡及びウォータークリーニングに関する郵便物等の送付のみに利用いたします) 

以上の内容の説明を受け、確認、承諾し、クリーニングを依頼します。 

令和 年 月 日 

ご署名
ふりがな

 

住所  〒 - 

TEL( ) - 

メールアドレス
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