
2018年1月24日

＜ 衣類のクリーニング料金 ＞
 ※金額は全て税別 ※2018年2月22日の工場荷受け分より適用となります。

通常価格 プレミアム会員 通常価格 プレミアム会員
ワイシャツ ワイシャツ（つるし） ¥230 ¥150 ¥290 ¥190

ワイシャツ（タタミ） ¥320 ¥270 ¥360 ¥290

デザインワイシャツ（つるし） ¥480 ¥390 ¥520 ¥440

デザインワイシャツ（タタミ） ¥480 ¥390 ¥520 ¥440

トップス シャツ（ネルシャツ・オープン） ¥520 ¥460 ¥520 ¥440

ブラウス ¥520 ¥370 ¥580 ¥460

シルクブラウス ¥720 ¥580 ¥800 ¥640

Tシャツ ¥520 ¥370 ¥580 ¥460

カットソー ¥520 ¥370 ¥580 ¥460

ポロシャツ ¥520 ¥460 ¥600 ¥540

ノースリーブ/キャミソール ¥520 ¥460 ¥600 ¥540

ベスト ¥520 ¥460 ¥600 ¥540
セーター ¥520 ¥460 ¥600 ¥540
カーディガン ¥520 ¥460 ¥600 ¥540
ロングセーター ¥800 ¥690 ¥880 ¥800
ロングカーディガン ¥800 ¥690 ¥880 ¥800
トレーナー ¥520 ¥460 ¥600 ¥540
パーカー ¥520 ¥460 ¥600 ¥540
フリース ¥520 ¥460 ¥600 ¥540
ジャージ（上） ¥820 ¥690 ¥880 ¥800
チュニック ¥1,040 ¥880 ¥1,200 ¥1,000
ワンピース ¥1,040 ¥880 ¥1,200 ¥1,000
プリーツワンピース ¥1,240 ¥1,080 ¥1,360 ¥1,200

アウター ボレロ ¥520 ¥460 ¥600 ¥540
ウィンドブレーカー ¥820 ¥690 ¥1,000 ¥800
ジャケット/スーツ（上） ¥820 ¥690 ¥1,000 ¥800
ジャンパー ¥820 ¥690 ¥1,000 ¥800
ニットジャケット ¥1,100 ¥920 ¥1,200 ¥1,000
ハーフコート ¥1,320 ¥1,100 ¥1,600 ¥1,400
ポンチョ/ケープ ¥1,320 ¥1,100 ¥1,600 ¥1,400
キルティングベスト ¥1,320 ¥1,100 ¥1,600 ¥1,400
キルティングジャケット ¥1,320 ¥1,100 ¥1,600 ¥1,400
ニットコート ¥1,320 ¥1,100 ¥1,600 ¥1,400
ベンチコート ¥1,800 ¥1,540 ¥1,960 ¥1,680
コート ¥1,800 ¥1,500 ¥1,960 ¥1,680
キルティングコート ¥2,200 ¥1,760 ¥2,300 ¥2,000
ダウンベスト ¥1,900 ¥1,500 ¥2,200 ¥1,900
ダウンジャケット ¥2,380 ¥1,900 ¥2,600 ¥2,300
ダウンハーフコート ¥2,730 ¥2,240 ¥2,900 ¥2,600
ダウンコート ¥2,980 ¥2,460 ¥3,300 ¥3,000
高級ダウンベスト ¥4,200 ¥3,800 ¥4,500 ¥4,100
高級ダウンジャケット ¥5,520 ¥4,980 ¥5,800 ¥5,400
高級ダウンハーフコート ¥5,980 ¥5,480 ¥6,200 ¥5,800
高級ダウンコート ¥6,800 ¥6,300 ¥7,000 ¥6,500

アイテム名
現在の料金

カテゴリ

宅配クリーニング リアクア 改定料金表

新料金



 ※金額は全て税別 ※2018年2月22日の工場荷受け分より適用となります。

通常価格 プレミアム会員 通常価格 プレミアム会員
アイテム名

現在の料金
カテゴリ

新料金

ボトムス パンツ/スーツ（下） ¥520 ¥460 ¥600 ¥540
スカート/スーツ（下） ¥520 ¥460 ¥600 ¥540
プリーツスカート ¥820 ¥690 ¥1,000 ¥800
ワイドパンツ ¥520 ¥460 ¥600 ¥540
綿パンツ（折り目なし） ¥630 ¥550 ¥720 ¥660
綿パンツ（折り目あり） ¥630 ¥550 ¥720 ¥660
ハーフ/ショートパンツ（折り目なし） ¥520 ¥460 ¥600 ¥540
ハーフ/ショートパンツ（折り目あり） ¥520 ¥460 ¥600 ¥540
ジャージ（下） ¥720 ¥580 ¥900 ¥700
スウェット（下） ¥720 ¥580 ¥900 ¥700
オールインワン・サロペット ¥1,040 ¥880 ¥1,280 ¥1,000
ダウンパンツ ¥1,900 ¥1,500 ¥2,200 ¥1,800
高級ダウンパンツ ¥4,200 ¥3,800 ¥4,500 ¥4,100

学生服 学ラン ¥820 ¥690 ¥1,000 ¥800
セーラー服 ¥820 ¥690 ¥1,000 ¥800
ブレザー ¥820 ¥690 ¥1,000 ¥800
学生服（上） ¥820 ¥690 ¥1,000 ¥800
学生服（下） ¥520 ¥460 ¥600 ¥540
ヒダスカート ¥820 ¥690 ¥1,000 ¥800
ジャンパースカート ¥1,320 ¥1,100 ¥1,600 ¥1,400

フォーマル 礼服（ボレロ） ¥820 ¥690 ¥1,000 ¥800
礼服（ジャケット） ¥1,320 ¥1,100 ¥1,360 ¥1,200
礼服（タキシード/モーニング） ¥1,760 ¥1,540 ¥1,920 ¥1,680
礼服（スラックス/パンツ） ¥820 ¥690 ¥840 ¥780
礼服（スカート） ¥820 ¥690 ¥840 ¥780
礼服（ワンピース） ¥1,760 ¥1,540 ¥1,920 ¥1,680
ベビー祝着 ¥1,420 ¥1,240 ¥1,600 ¥1,400
パーティドレス ¥3,900 ¥3,300 ¥4,200 ¥3,900
ドレス ¥18,200 ¥17,600 ¥18,500 ¥17,900
チャイナドレス ¥2,200 ¥1,980 ¥2,600 ¥2,300
フォーマルワンピース ¥1,760 ¥1,540 ¥1,900 ¥1,600

スポーツ ウィンドブレーカ― ¥820 ¥690 ¥1,000 ¥800
ベンチコート ¥1,800 ¥1,540 ¥1,980 ¥1,680
スキー/スノボウェア（上） ¥1,980 ¥1,680 ¥1,980 ¥1,680
スキー/スノボウェア（つなぎ） ¥2,640 ¥2,340 ¥2,700 ¥2,400
スキー/スノボウェア（下） ¥1,560 ¥1,260 ¥1,600 ¥1,300
スキー手袋（右） ¥820 ¥550 ¥980 ¥760
スキー手袋（左） ¥820 ¥550 ¥980 ¥760

衣類付属品 【付属】ベルト ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
【付属】袖ベルト ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
【付属】フード ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
【付属】その他小物 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
【付属】ライナー ¥100 ¥100 ¥300 ¥300
【付属】ダウンライナー ¥1,200 ¥1,200 ¥1,600 ¥1,600
ベルト（単品） ¥260 ¥220 ¥300 ¥300
袖ベルト（単品） ¥130 ¥110 ¥150 ¥150
フード（単品） ¥260 ¥220 ¥300 ¥300
その他小物（単品） ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
ライナー（単品） ¥520 ¥460 ¥580 ¥580
ダウンライナー（単品） ¥1,800 ¥1,540 ¥1,800 ¥1,800



 ※金額は全て税別 ※2018年2月22日の工場荷受け分より適用となります。

通常価格 プレミアム会員 通常価格 プレミアム会員
アイテム名

現在の料金
カテゴリ

新料金

服飾雑貨類 ネクタイ ¥520 ¥370 ¥620 ¥540
リボン ¥520 ¥370 ¥620 ¥540
マフラー ¥520 ¥460 ¥700 ¥640
スカーフ ¥660 ¥520 ¥880 ¥800
ストール/ショール ¥820 ¥690 ¥980 ¥880
ネックウォーマー ¥660 ¥520 ¥700 ¥640
ハンカチ ¥260 ¥220 ¥300 ¥260
バンダナ/ナフキン/はちまき ¥260 ¥220 ¥300 ¥260
手袋/ニット手袋（右） ¥330 ¥260 ¥350 ¥280
手袋/ニット手袋（左） ¥330 ¥260 ¥350 ¥280
白襟 ¥260 ¥220 ¥300 ¥260
三角布 ¥260 ¥220 ¥300 ¥260
ベビーおくるみ ¥820 ¥690 ¥980 ¥880
ニット帽 ¥820 ¥690 ¥700 ¥640
キャップ ¥1,320 ¥1,100 ¥1,600 ¥1,300
フェイスタオル ¥260 ¥220 ¥300 ¥260
バスタオル ¥660 ¥600 ¥700 ¥640
バスローブ ¥900 ¥820 ¥980 ¥880
ガウン ¥1,300 ¥1,150 ¥1,400 ¥1,250
浴衣 ¥1,500 ¥1,200 ¥1,700 ¥1,400
特殊浴衣（金箔、銀箔、しぼり、麻） ¥3,500 ¥3,200 ¥3,600 ¥3,300
帯（浴衣帯、半巾、三尺、兵児帯） ¥2,300 ¥2,000 ¥2,400 ¥2,100
ソファカバー（１人掛け） ¥1,600 ¥1,600 ¥1,700 ¥1,700
ソファカバー（２人掛け） ¥2,400 ¥2,400 ¥2,500 ¥2,500
ソファカバー（３人掛け） ¥3,200 ¥3,200 ¥3,300 ¥3,300

仕事用衣類 作業上着 ¥820 ¥690 ¥980 ¥880
作業ズボン ¥630 ¥550 ¥700 ¥640
作業着（つなぎ） ¥1,320 ¥1,100 ¥1,600 ¥1,300
クリーンスーツ（上） ¥820 ¥690 ¥880 ¥730
クリーンスーツ（下） ¥630 ¥550 ¥880 ¥730
クリーンスーツ（つなぎ） ¥1,320 ¥1,100 ¥1,600 ¥1,300
白衣（長） ¥1,200 ¥1,000 ¥1,500 ¥1,300
白衣（短) ¥1,000 ¥900 ¥1,300 ¥1,100
コックズボン ¥820 ¥690 ¥980 ¥880
エプロン ¥720 ¥580 ¥980 ¥880
ビブス ¥260 ¥250 ¥300 ¥260
ゼッケン ¥260 ¥250 ¥300 ¥260
足袋（右） ¥660 ¥550 ¥700 ¥640
足袋（左） ¥660 ¥550 ¥700 ¥640
作務衣（上） ¥1,200 ¥1,040 ¥1,320 ¥1,160
作務衣（下） ¥880 ¥780 ¥980 ¥880
コックコート ¥820 ¥760 ¥980 ¥880
アオザイ ¥1,800 ¥1,540 ¥1,900 ¥1,700
はっぴL ¥1,300 ¥1,100 ¥1,400 ¥1,200
はっぴS ¥1,100 ¥980 ¥1,200 ¥1,100
コック/作業帽子 ¥820 ¥690 ¥980 ¥880
ナース服 ¥1,100 ¥980 ¥1,200 ¥1,100
ナースキャップ ¥480 ¥390 ¥600 ¥540
甚平（上） ¥820 ¥690 ¥980 ¥880
甚平（下） ¥820 ¥690 ¥980 ¥880



 ※金額は全て税別 ※2018年2月22日の工場荷受け分より適用となります。

通常価格 プレミアム会員 通常価格 プレミアム会員
アイテム名

現在の料金
カテゴリ

新料金

皮革製品 革ジャンパー ¥6,800 ¥6,600 ¥7,000 ¥6,800
革スタジアムジャンパー ¥5,400 ¥5,200 ¥5,600 ¥5,400
革ジャケット ¥7,800 ¥7,600 ¥8,000 ¥7,800
革ハーフコート ¥9,000 ¥8,800 ¥9,200 ¥9,000
革コート ¥10,200 ¥10,000 ¥10,400 ¥10,200
革シャツ（ネルシャツ/オープン） ¥6,800 ¥6,600 ¥7,000 ¥6,800
革ベスト ¥4,800 ¥4,600 ¥5,000 ¥4,800
革カーディガン ¥4,800 ¥4,600 ¥5,000 ¥4,800
革パンツ ¥6,800 ¥6,600 ¥7,000 ¥6,800
革ショートパンツ ¥4,800 ¥4,600 ¥5,000 ¥4,800
革スカート（S） ¥4,200 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,200
革スカート（M） ¥5,400 ¥5,200 ¥5,600 ¥5,400
革スカート（L） ¥6,200 ¥6,000 ¥6,400 ¥6,200
革キュロット ¥6,800 ¥6,600 ¥6,600 ¥6,400
革手袋（右） ¥1,200 ¥1,100 ¥1,300 ¥1,250
革手袋（左） ¥1,200 ¥1,100 ¥1,300 ¥1,250
革帽子 ¥4,600 ¥4,400 ¥4,800 ¥4,600
革フード（単品） ¥4,600 ¥4,400 ¥4,800 ¥4,600
革ダウンベスト ¥6,200 ¥6,000 ¥6,400 ¥6,200
革ダウンジャケット ¥9,400 ¥9,200 ¥9,600 ¥9,400
革ダウンコート ¥11,600 ¥11,400 ¥11,800 ¥11,600

ムートン ムートンジャンパー ¥9,000 ¥8,800 ¥9,200 ¥9,000
ムートンハーフコート ¥11,800 ¥11,600 ¥12,000 ¥11,800
ムートンコート ¥13,200 ¥13,000 ¥13,600 ¥13,400
ムートン手袋（右） ¥1,400 ¥1,200 ¥1,500 ¥1,400
ムートン手袋（左） ¥1,400 ¥1,200 ¥1,500 ¥1,400

ライダース ライダースジャケット（単色） ¥6,800 ¥6,600 ¥7,000 ¥6,800
ライダースパンツ（単色） ¥6,800 ¥6,600 ¥7,000 ¥6,800
ライダースつなぎ（単色） ¥13,000 ¥12,800 ¥13,200 ¥13,000
ライダースジャケット（単色以外） ¥8,200 ¥8,000 ¥8,400 ¥8,200
ライダースパンツ（単色以外） ¥8,200 ¥8,000 ¥8,400 ¥8,200
ライダースつなぎ（単色以外） ¥14,600 ¥14,200 ¥14,800 ¥14,400

一部皮革付き 一部革ジャンパー ¥5,400 ¥5,200 ¥5,600 ¥5,400
一部革スタジアムジャンパー ¥3,800 ¥3,600 ¥5,600 ¥5,400
一部革ジャケット ¥6,400 ¥6,200 ¥6,600 ¥6,400
一部革ハーフコート ¥7,600 ¥7,400 ¥7,800 ¥7,600
一部革コート ¥9,000 ¥8,800 ¥9,000 ¥8,800
一部革シャツ ¥5,400 ¥5,200 ¥5,600 ¥5,400
一部革パンツ ¥5,400 ¥5,200 ¥5,800 ¥5,600
一部革ショートパンツ ¥3,400 ¥3,200 ¥3,800 ¥3,600
一部革スカート（S） ¥2,800 ¥2,600 ¥2,800 ¥2,600
一部革スカート（M) ¥3,800 ¥3,600 ¥4,000 ¥3,800
一部革スカート（L) ¥4,800 ¥4,600 ¥5,000 ¥4,800
一部革手袋（右） ¥700 ¥600 ¥800 ¥700
一部革手袋（左） ¥700 ¥600 ¥800 ¥700
一部革帽子 ¥3,000 ¥2,800 ¥3,200 ¥3,000
一部革セーター/カーディガン ¥3,400 ¥3,200 ¥3,600 ¥3,400
一部革ベスト ¥3,400 ¥3,200 ¥3,600 ¥3,400
一部革ダウンベスト ¥4,800 ¥4,600 ¥5,000 ¥4,800
一部革ワンピース ¥5,400 ¥5,200 ¥5,600 ¥5,400
一部革ダウンジャケット ¥7,800 ¥7,600 ¥8,000 ¥7,800
一部革ダウンコート ¥10,400 ¥10,200 ¥10,600 ¥10,400
一部革マフラー・ストール ¥4,600 ¥4,200 ¥4,800 ¥4,600



 ※金額は全て税別 ※2018年2月22日の工場荷受け分より適用となります。

通常価格 プレミアム会員 通常価格 プレミアム会員
アイテム名

現在の料金
カテゴリ

新料金

毛皮 毛皮コート ¥16,200 ¥15,800 ¥16,400 ¥16,000
毛皮ハーフコート ¥15,400 ¥15,000 ¥15,600 ¥15,200
毛皮ジャケット ¥12,200 ¥11,800 ¥12,400 ¥12,000
毛皮マフラー ¥5,000 ¥4,800 ¥5,200 ¥5,000
毛皮フードふち ¥3,600 ¥3,400 ¥3,800 ¥3,600
毛皮えり ¥3,600 ¥3,400 ¥3,800 ¥3,600
毛皮袖口（右）（取り外し可能） ¥1,800 ¥1,700 ¥2,000 ¥1,800
毛皮袖口（左）（取り外し可能） ¥1,800 ¥1,700 ¥2,000 ¥1,800
毛皮ボア/カラー（取り外し可能） ¥3,600 ¥3,400 ¥3,800 ¥3,600
毛皮ライナー（取り外し可能） ¥8,800 ¥8,400 ¥9,000 ¥8,600
毛皮ベスト ¥11,500 ¥11,100 ¥11,700 ¥11,400

一部毛皮付き 一部毛皮ジャンパー ¥5,400 ¥5,200 ¥5,600 ¥5,400
一部毛皮スタジアムジャンパー ¥3,800 ¥3,600 ¥4,000 ¥3,800
一部毛皮ジャケット ¥6,400 ¥6,200 ¥6,600 ¥6,400
一部毛皮ハーフコート ¥7,600 ¥7,400 ¥7,800 ¥7,600
一部毛皮コート ¥9,000 ¥8,800 ¥9,200 ¥9,000
一部毛皮シャツ ¥5,400 ¥5,200 ¥5,600 ¥5,400
一部毛皮パンツ ¥5,400 ¥5,200 ¥5,600 ¥5,400
一部毛皮ショートパンツ ¥3,400 ¥3,200 ¥3,600 ¥3,400
一部毛皮スカート（S） ¥2,800 ¥2,600 ¥3,000 ¥2,800
一部毛皮スカート（M) ¥3,800 ¥3,600 ¥4,000 ¥3,800
一部毛皮スカート（L) ¥4,800 ¥4,600 ¥5,000 ¥4,800
一部毛皮手袋（右） ¥700 ¥600 ¥1,000 ¥800
一部毛皮手袋（左） ¥700 ¥600 ¥1,000 ¥800
一部毛皮帽子 ¥3,000 ¥2,800 ¥3,200 ¥3,000
一部毛皮セーター/カーディガン ¥3,400 ¥3,200 ¥3,600 ¥3,400
一部毛皮ベスト ¥3,400 ¥3,200 ¥3,600 ¥3,400
一部毛皮ダウンベスト ¥4,800 ¥4,600 ¥5,000 ¥4,800
一部毛皮ダウンジャケット ¥7,800 ¥7,600 ¥8,000 ¥7,800
一部毛皮ダウンコート ¥10,400 ¥10,200 ¥10,600 ¥10,400
一部毛皮マフラー・ストール ¥4,600 ¥4,200 ¥4,800 ¥4,400

※往復送料　1,800円（税別）  

※通常クリーニングの場合　　　　クリーニング料金3,800円以上で送料無料

※クリーニング＆無料保管の場合　クリーニング料金10,000円以上で送料無料



2018年1月24日

＜ ふとん寝具のクリーニング料金 ＞
 ※金額は全て税別 ※2018年2月22日の工場荷受け分より適用となります。

通常価格 プレミアム会員 通常価格 プレミアム会員

ふとん寝具 ふとん/羽毛 ¥4,800 ¥4,800 ¥5,500 ¥5,500

ふとん/綿わた・羊毛・ポリエステル ¥4,000 ¥4,000 ¥4,800 ¥4,800

肌がけ/羽毛 ¥4,000 ¥4,000 ¥4,800 ¥4,800

肌がけ/綿わた・羊毛・ポリエステル ¥3,000 ¥3,000 ¥3,600 ¥3,600

肌がけ（表地：シルク・麻） ¥4,000 ¥4,000 ¥4,800 ¥4,800

こたつふとん/羽毛 ¥4,800 ¥4,800 ¥5,500 ¥5,500

こたつふとん/綿わた・羊毛・ポリエステル ¥3,500 ¥3,500 ¥4,800 ¥4,800

毛布 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,700 ¥1,700

高級毛布/カシミヤ、キャメル、アンゴラ、シルク ¥2,800 ¥2,800 ¥3,200 ¥3,200

ベビーふとん/羽毛 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,900 ¥3,900

ベビーふとん/綿わた・羊毛・ポリエステル ¥2,000 ¥2,000 ¥2,800 ¥2,800

ベビー毛布 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,500 ¥1,500

かい巻き毛布 ¥1,800 ¥1,800 ¥2,300 ¥2,300

タオルケット ¥1,500 ¥1,500 ¥1,800 ¥1,800

ベッドパッド/羽毛 ¥4,000 ¥4,000 ¥4,800 ¥4,800

ベッドパッド/綿わた・羊毛・ポリエステル ¥2,800 ¥2,800 ¥3,200 ¥3,200

まくら ¥2,100 ¥2,100 ¥2,600 ¥2,600

ロングまくら ¥3,200 ¥3,200 ¥4,000 ¥4,000

膝掛け ¥1,500 ¥1,500 ¥1,700 ¥1,700

高級膝掛け/カシミヤ、キャメル、アンゴラ、シルク ¥2,800 ¥2,800 ¥3,200 ¥3,200

ベッドスロー ¥2,100 ¥2,100 ¥2,600 ¥2,600

寝袋 ¥4,800 ¥4,800 ¥5,200 ¥5,200

寝袋/ダウン ¥5,800 ¥5,800 ¥6,200 ¥6,200

座布団 ¥1,100 ¥1,100 ¥1,300 ¥1,300

御前座布団 ¥2,800 ¥2,800 ¥3,000 ¥3,000

シーツ（包布） ¥1,100 ¥1,100 ¥1,200 ¥1,200

ふとんカバー ¥1,100 ¥1,100 ¥1,200 ¥1,200

ベッドカバー ¥1,500 ¥1,500 ¥1,700 ¥1,700

まくらカバー ¥700 ¥700 ¥900 ¥900
※ふとん（小）の往復送料　2,000円（税別）

※クリーニング料金7,000円以上で送料無料

※ふとん（大）は、送料込み・詰め放題で19,800円（税別）　

宅配クリーニング リアクア 改定料金表

カテゴリ アイテム名
現在の料金 新料金
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