
ふだん着コース プレミアコース ウェットコース

Yシャツ
ハンガー ¥220 ¥550 -

タタミ ¥330 ¥660 -

メンズスーツ 上下 ¥1,320 ¥2,640 ¥3,300

メンズジャケット ¥770 ¥1,540 ¥1,980

メンズスラックス ¥550 ¥1,100 ¥1,540

礼服 上 ¥1,100 ¥2,200 ¥2,750

礼服 下 ¥880 ¥1,760 ¥2,200

スカート ¥550 ¥1,100 ¥1,540

レディースパンツ ¥550 ¥1,100 ¥1,540

レディーススーツ 上下 ¥1,210 ¥2,420 ¥2,750

ワンピース ¥990 ¥1,980 ¥2,420

ブラウス ¥550 ¥1,100 ¥1,540

礼服ワンピースセット ¥2,200 ¥4,400 ¥5,500

セーター ¥550 ¥1,100 ¥1,650

コート ¥1,320 ¥2,640 ¥3,300

トレーナー ¥660 ¥1,320 -

ポロシャツ ¥550 ¥990 -

Tシャツ ¥440 ¥880 -

ジャンパー ¥770 ¥1,540 ¥1,980

ダウンジャンパー：薄手 ¥1,320 ¥3,960 ¥3,960

シミ抜き／1カ所 ¥330~ - -

1 ［料金表は品目の一例です。］



ふだん着コース プレミアコース ウェットコース

学生服 上 ¥550 ¥1,100 ¥1,320

学生服 下 ¥440 ¥880 ¥1,100

セーラー服 上 ¥440 ¥880 ¥1,100

セーラー服 下 ¥550 ¥1,100 ¥1,430

ジャンパースカート ¥880 ¥1,760 ¥2,200

子どもズボン・スカート ¥330 ¥660 ¥880

子どもコート ¥550 ¥1,100 ¥1,540

園児服 ¥440 ¥880 ¥1,100

ベビー服 ¥550 ¥1,100 ¥1,430
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品目 料金 品目 料金

振り袖 ¥13,200 羽織（子供用） ¥3,850

留袖（比翼付） ¥13,200 子供晴れ着（七五三） ¥4,400

喪服 ¥7,700 宮参り着 ¥4,950

羽織 ¥6,600 袴（子供用）／正絹 ¥3,000

長襦袢（正絹） ¥6,600 湯のし（反物） ¥2,750~3,300

半衿（白） ¥880~ ウールアンサンブル ¥9,900

※ 洗って落ちないものはシミ抜きになります。 ※ シミ抜きのみでのお預かりはできません。

特殊品目 料金 特殊品目 料金

シミ抜き／1ヶ所 ¥1,100~ 色抜き・色掛け／1ヶ所 ¥2,200~

特殊シミ抜き／1ヶ所 ¥3,300~ 図柄 紋描き ¥3,300~

［料金表は品目の一例です。］



クリーニング 宅配料金／往復

メーカー サイズ 体積／ℓ 料金 福岡市内限定

Yogibo

ヨギボー

Ｍａｘ 415 ¥9,900 ¥3,630

Ｍｉｄｉ 284 ¥8,800 ¥3,080

Ｐｏｄ 348 ¥7,700 ¥3,080

Ｐｙｒａｍｉｄ 139 ¥5,500 ¥1,980

Ｓｕｐｐｏｒｔ 96 ¥6,600 ¥1,980

ニトリ

ビックビーズソファ 5.1 ¥5,500 ¥2,420

ビーズソファ（大） 6 ¥4,400 ¥3,080

2個目（小サイズ）
から配送料金半額

その他* 参考価格
100~180 ¥2,750 お見積もり

200~400 ¥4,400 お見積もり

*ファスナー付など補充可能なビーズクッション類

※ 上記に該当しないサイズ、アイテムは別途お見積もりします。

カバークリーニング 体積／ℓ 料金 備考

ビーズソファカバー 100ℓ~ ¥880~2,200 撥水加工付き

3

品目 料金 品目 料金

掛・敷布団：綿・化繊／S* ¥3,850 ベビー布団（掛） ¥1,100

羽毛布団／S* ¥5,500 ベビー（肌）布団 ¥880

毛布一重：化繊／S* ¥1,100 こたつ掛布団**／正方形 ¥2530～

ベットパット ¥1,650 こたつ敷布団／正方形 ¥1,650~

*シングルサイズ ** 普通サイズ

［料金表は品目の一例です。］
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品目 料金 品目 料金

カーテン／1間 ¥1,430 カーペット／1畳 ¥1,540

カーテン／半間 ¥1,100 高級絨毯／1畳 ¥3,300

レースカーテン／１間 ¥1,100 玄関マット／小 ¥1,320

レースカーテン／半間 ¥880 緞通マット／小 ¥2,640

ソファカバー／~2人掛 ¥990 シャギーラグ ¥4,620~

ソファカバー／2.5人掛~ ¥1,210 ムートン／1㎡ ¥3,850~

品目 1足料金 3足セット料金

手洗い スニーカー手洗いコース ¥1,980 ¥5,500

革靴 本革製品の手洗いコース ¥2,640 ¥7,260

合皮靴 合皮製品の手洗いコース ¥2,640 ¥7,260

ブーツ ¥3,300 ¥8,800

子供用手洗い ブーツ・ブランド靴 ¥1,100 ¥2,640

撥水加工 布製スニーカーのみ ¥550 -

※特殊品（高価なスニーカーや特殊素材）については納期をご確認ください。

※一部の商品については色が出る恐れや付属品等の破損の可能性があるため、メンテナ

ンスのみとなる事もございます。

※キズや剝がれは修復できかねます。

品目 料金 品目 料金

枕 ¥1,100~ 寝袋：化繊 ¥3,300

座布団 ¥550~ ぬいぐるみ／10cm~ ¥1,100~

［料金表は品目の一例です。］



品目・アイテム 料金

裾上げ

メンズパンツ／シングル ¥1,650

メンズパンツ／ダブル ¥2,475

レディースパンツ ¥1,650

スレ直し
丈スレ／シングル・ダブル ¥2,475

ポケット口スレ ¥2,640

ウエスト詰め・出し
後ろ ¥2,475

三方扱い お見積もり

その他 補正など

ファスナー交換 ¥2,310

かけつぎ お見積もり

針糸止め お見積もり

ミシン修理 お見積もり

＊ 袖丈や着丈の詰め・出しなど、お気軽にご相談ください。

5


