
クリーニング価格表 2022年11月1日改訂

※無料集配（当店より3キロ圏内　または合計金額15,000円(税込)以上の場合）
※往復集荷配送代　3,300円（税込）必要

サイズ 消費税10％ サイズ 消費税10％
S ¥4,400 S ¥4,400
D ¥6,050 D ¥6,050

ジュニア ¥3,850 ジュニア ¥3,850
ベビー ¥3,080 ベビー ¥3,080
S ¥4,840 S ¥4,840
D ¥6,600 D ¥6,600

ジュニア ¥4,180 ジュニア ¥4,180
ベビー ¥3,300 ベビー ¥3,300
S ¥6,050 S ¥6,050
D ¥8,250 D ¥7,700

ジュニア ¥5,280 ジュニア ¥5,280
ベビー ¥3,850 ベビー ¥3,850
クィーン ¥9,680
S ¥3,960 S ¥3,960
D ¥4,840 D ¥4,840

ジュニア ¥3,300 ジュニア ¥3,300
ベビー ¥2,200 ベビー ¥2,200
S ¥3,740 S ¥5,280
D ¥5,280 D ¥7,480

ジュニア ¥3,080 ベビー ¥3,520
ベビー ¥2,640 S ¥6,600
S ¥4,840 D ¥8,800
D ¥6,600 ベビー ¥4,400

ジュニア ¥4,180
ベビー ¥3,300 ベッドマットレス別途見積
クィーン ¥7,700 S ¥2,860
S ¥2,860 D ¥3,960
D ¥3,960 ベビー ¥1,870

ジュニア ¥2,420 S ¥3,300
ベビー ¥1,760 D ¥4,620
S ¥3,960 ベビー ¥2,200
D ¥5,500 S ¥5,500

ジュニア ¥3,300 D ¥7,700
ベビー ¥2,530 ベビー
S ¥4,180 S ¥1,980
D ¥5,940 D ¥2,750

ジュニア ¥3,630 ベビー ¥1,320
ベビー ¥2,750 S ¥6,600
S ¥5,500 D ¥7,700
D ¥7,700 S ¥6,600

ジュニア ¥4,620 D ¥8,800
ベビー ¥3,630
S ¥3,300 S ¥1,100
D ¥4,620 D ¥1,650

ジュニア ¥2,860 座布団カバー ¥550
ベビー ¥2,200

¥1,650 ※ペットの尿・臭い等 プラス ¥1,650
※シーズン保管料 ¥1,100

肌掛けふとん（羽毛）

敷きふとん（化繊、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ）掛けふとん（化繊、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ）

敷きふとん（羽毛）

合掛けふとん（化繊、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ）
2枚合わせの春、秋用

固綿敷きふとん
（羊毛、羊毛混、化繊,）

マットレス（ウレタン等）

ベットパット（綿、混綿）

ベットパット（羊毛、羊毛混）

肌掛けふとん
（綿、混綿、羊毛、羊毛混）

掛けふとん（綿、混綿） 敷きふとん（綿、混綿）

掛けふとん（羊毛、羊毛混）

掛けふとん（羽毛）

敷きふとん（羊毛、羊毛混）

肌掛けふとん（化繊、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ）

合掛けふとん　（綿、混綿）
2枚合わせの春、秋用

合掛けふとん　（羊毛、羊毛混）
2枚合わせの春、秋用

合掛けふとん　（羽毛）
2枚合わせの春、秋用

側生地の汚れがひどい（特殊シミ抜き）　　ブラス　　

ベットパット（羽毛）

キャメル

ベットパット（化繊、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ）

ロマンスナイト

掛敷カバー



※無料集配（当店より3キロ圏内　または合計金額15,000円(税込)以上の場合）
※往復集荷配送代　3,300円（税込）必要

サイズ 消費税10％ サイズ 消費税10％
S ¥1,430
D ¥1,980 正（２ｍ未満） ¥4,180

ベビー ¥990 正（２ｍ以上） ¥4,620
S ¥1,430 長（2x2.4m未満） ¥4,620
D ¥1,980 長（2x2.4m以上） ¥5,500

ベビー ¥990 正（２ｍ未満） ¥4,950
S ¥2,750 正（２ｍ以上） ¥6,050
D ¥3,300 長（2x2.4m未満） ¥6,050

ベビー ¥1,980 長（2x2.4m以上） ¥7,150
S ¥3,850 正（２ｍ未満） ¥4,950
D ¥4,950 正（２ｍ以上） ¥6,050

ベビー ¥3,080 長（2x2.4m未満） ¥6,050
S ¥2,420 長（2x2.4m以上） ¥7,150
D ¥2,970 正（２ｍ未満） ¥7,700
S ¥2,860 正（２ｍ以上） ¥8,800
D ¥3,520 長（2x2.4m未満） ¥8,800
S ¥3,520 長（2x2.4m以上） ¥11,000
D ¥4,400
S ¥1,100
D ¥1,540 50角まで ¥1,100

銘仙判 ¥1,430
八端判 ¥1,650
それ以上 ¥2,200

小（45cmまで） ¥660
大 ¥1,100

カーペット　裏：不織布（1㎡）　 ¥1,650
シャギー　　裏：不織布(1㎡) ¥1,980 小（35x55） ¥1,320
じゅうたん　裏：ジュート　(1㎡) 薄手 ¥1,650 大 ¥1,540
毛長　じゅうたん　裏：ジュート(1㎡） 厚手 ¥1,980 小（35x55） ¥1,320
シャギー　　裏：ジュート(1㎡) ¥2,200 大 ¥1,540
天津段通　(1㎡) ¥4,950 小（35x55） ¥1,540
ギャッベ　　(1㎡) ¥4,950 大 ¥1,760
毛氈　　(1㎡) ¥3,300 小（35x55） ¥1,980
電気カーペット　(1㎡) ¥2,750 大 ¥2,200
マット　　(1㎡以下） ¥1,650 小（35x55） ¥1,540
段通　ギャッベ　絹マット　(1㎡以下) ¥5,500 大 ¥1,760

はんてん ¥2,420
ムートン　(1匹もの） ¥4,400 ¥0
ムートン　(1㎡） ¥4,180 ¥0
ムートン　（特殊加工）　毛起こし等 ¥22,000 ¥1,100

¥0

※ペットの尿・臭い等 プラス ¥1,650
¥1,650 ※シーズン保管料 ¥1,100

¥1,100
側生地の汚れがひどい（特殊シミ抜き）　　ブラス　　

シルク毛布　カシミヤ毛布

2重毛布（アクリル、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ）

毛布　（アクリル、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ）

綿毛布

ウール毛布

中綿入り毛布
（アクリル、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ）

電気毛布

タオルケット

枕（パンヤ）

枕（羽根）

※クリーニング期間中の貸し布団

枕（羽毛）

枕（ウレタン　低反発）

座布団

クッション

枕（パイプ）

こたつ掛け敷きふとん
（羽毛）

こたつ掛け敷きふとん
(綿、混綿）

こたつ掛け敷きふとん
（化繊、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ）

和綴じ　こたつ掛け敷きふとん
（綿、混綿）




