
【クリーニング集配料金表】 （税込）

Yシャツ（スタンダード） ¥198 スキーウェア上下撥水付 ¥3,300 野球帽 ¥550

Yシャツ（カスタム） ¥275 スキーウェア上 ¥1,815 ニット帽 ¥495

Yシャツ（デラックス） ¥352 スキーウェア下 ¥990 ハンチング帽 ¥605

オープンシャツ ¥440 スキーグローブ ¥2,200 デザインハット ¥1,320

トレーナー・パーカー ¥440 学生服上 ¥946 カバン布・化繊　～20cm ¥990

スーツ上下 ¥1,441 学生ズボン ¥462 レザーポーチ ¥1,650

デザインスーツ ¥1,815 掛・敷布団Ｓ ¥3,740 レザーバッグ　～30cm ¥5,280

ジャケット ¥946 掛・敷布団Ｗ ¥4,400 スニーカー（カスタム） ¥1,430

デザインジャケット ¥1,133 肌掛 ¥1,760 スニーカー（デラックス） ¥3,080

スラックス ¥495 夏掛 ¥2,750 レザースニーカー ¥3,080

ネクタイ ¥440 羽毛薄Ｓ ¥3,740 革靴 ¥4,180

デザインパンツ ¥594 羽毛薄Ｗ ¥4,840 パンプス ¥4,180

ベスト ¥462 羽毛厚Ｓ ¥5,500 ハーフブーツ ¥4,950

婦人ジャケット ¥715 羽毛厚Ｗ ¥6,820 ロングブーツ ¥6,600

婦人デザインジャケット ¥1,133 羊毛掛Ｓ ¥4,400 ロングコート ¥9,350

婦人スーツ上下 ¥1,441 羊毛掛Ｗ ¥5,280 ハーフコート ¥8,250

婦人デザインスーツ上下 ¥1,727 マットレス ¥2,750 ジャンパー ¥5,500

パンツ ¥495 特殊枕 ¥1,650 ダウンジャンパー ¥7,150

デザインパンツ ¥594 特殊マットレス ¥3,850 スタジアムジャンパー ¥4,950

タイトスカート ¥440 寝袋シングル ¥4,840 パンツ ¥5,280

スカート ¥495 寝袋ダブル ¥5,500 スカートＳ ¥3,850

ヒダスカート ¥715 ラグ・ジュータン（１畳） ¥1,650 手袋（単色） ¥1,980

プリーツ・デザインスカート ¥880 ラグ・ジュータン（４．５畳） ¥7,425 ムートン敷物 ¥3,080

Ｙブラウス ¥275 ラグ・ジュータン（６畳） ¥9,900 ムートン敷物（１．３匹当） ¥3,960

デザインブラウス ¥462 ラグ・ジュータン（８畳） ¥13,200 毛皮コート ¥12,100

ノースリーブ ¥385 段通（１畳） ¥2,750 ぬいぐるみ小20cm未満 ¥1,320

カットソー ¥462 ペルシャジュータン（１畳） ¥2,750 ぬいぐるみ中20cm～ ¥2,200

ワンピース ¥946 はっぴ・はんてん短 ¥495 ぬいぐるみ大40cm～ ¥4,400

デザインワンピース ¥1,100 はっぴ・はんてん長 ¥715 Yシャツ染み抜き ¥110

デザインドレス ¥1,980 綿入はんてん ¥1,100 シャツエリ漂白 ¥330

ウェディングドレス ¥5,500 股引 ¥440 シャツ全体漂白 ¥880

セーター ¥605 作務衣 ¥462 全体漂白 ¥1,650

デザインセーター ¥682 作務衣下 ¥462 染み抜き（2cm程度) ¥220

カーディガン ¥605 ゆかた ¥1,320 染み抜き（4cm程度) ¥440

アンサンブル ¥935 ゆかた用帯 ¥880 染み抜き（6cm程度) ¥660

マフラー ¥495 紬着物 ¥13,200 撥水 ¥550

スカーフ ¥495 振袖 ¥8,800 折り目加工 ¥330

リアルファー ¥1,650 留袖 ¥8,250 ヒダ加工 ¥550

ショール ¥770 訪問着・附下 ¥7,150 ほつれ直し ¥220

コート ¥1,595 化繊訪問着・附下 ¥3,850 パンツ裾上げ ¥880

オーバー・ロングコート ¥1,815 袷 ¥6,600 破れ補修 ¥550

デザインコート ¥2,530 単衣・薄物 ¥4,950 カーテン1㎡（綿・化繊） ¥275

トレンチコート ¥1,980 絽・斜単衣 ¥4,950 カーテン1㎡（厚手） ¥440

ダッフルコート ¥1,980 単衣ウール ¥2,750 レースカーテン ¥220

ファー付追加料金 ¥550 長襦袢袷 ¥3,300 シャワーカーテン ¥550

ライナー付追加料金 ¥440 長襦袢単衣 ¥2,200 シーツＳ ¥385

ブルゾン薄 ¥1,155 肌着長 ¥880 シーツＷ ¥440

ブルゾン厚 ¥1,485 羽織・道行コート ¥3,850 包布Ｓ ¥550

ライトダウンジャケット撥水付 ¥2,750 袴 ¥2,200 包布W ¥660

ライトダウンコート撥水付 ¥3,300 丸帯（袋帯） ¥3,850

ダウンジャケット撥水付 ¥3,300 ヘコ帯 ¥1,100 【集配のご依頼】

ダウンコート撥水付 ¥3,850 足袋 ¥385 0120-399-219

ダウンベスト撥水付 ¥2,750 袈裟 ¥3,850 0166-52-9211

プレミアムダウンケア料金 ¥770 　

update:2022.6.14.

靴・バッグ

レザー

※上記以外の品物も受け付けております。気軽にお問合せください。
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