
日頃より当店をご愛顧いただき誠にありがと う ございます。 

おかげさまで、昭和 43 年人吉市紺屋町にて創業以来今年で、41 年目を向か

えるこ と が出来ました。  

こ れもひと えにお客様の絶大なるご支援のおかげと 深く 感謝申し上げます。

まだ まだ 足りな い点も 多いのですが、こ れから少しでも お客様に喜んでいた

だけますよう 、ワクワク通信と 称しまして、ニュースレタ ーを送付させていただ

きます。  

お忙しいこ と と 思いますが、ご愛読いただければ幸いです。  

当店をご利用いただく大切なお客様へ 

 

私は昭和 43 年 8 月に人吉市で生まれ、人吉高校卒業後 大阪のクリーニング

会社で修業、今は修業なんて古いですかね( 笑) 。。。。させてもらったんですが、

そこ では、お客さ んから預ってきたものを、全品ポケットの中にな にも 入ってい

な いか確認後、紳士も の・婦人も の・セータ ーな どの種類と 色別に黒っぽい物・

中間色・白っぽいものと 、7 種類ほどに分けて洗う のですが、20 店舗分の洋服を

7 種類ほどに分けて洗う わけですから、1 度に洗濯機に入れて洗う 点数

も 3 0 ・4 0 枚入るだけ入れて洗う わけです。たく さん洗いますから

洗う 時間も長く なり、洗いが終わると 乾燥まで自動なんです。。。。。。便利ですね

～。楽ですね。。。。と こ ろがですよ 洗う 時間が 20 分 乾燥時間が 20 分計 40

分以上洗濯機の中で洋服同士がもみあいながらグルグル廻ってるんです。 

これでいいのかなぁ～洋服は傷まないの～大丈夫なの？と お

もってはいたんですが。。。。。 

乾燥が終わると プ レスしてお客さ んご と 揃えて各お店に集配するわけですが、

こ れまたたいへんなんです。もと もと お客さんごと に預っていた物を 7 種類ほ

どにバラバラにして数百枚、洗って仕上げているわけですから、 
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お客さ んごと 元通り揃えるのは、至難の業、めっちゃ大変。大体何枚か揃

わな いわけで す。お店からは、こ の商品が来て いません。まだ で すか～な

ど・・・・問い合わせ多数。。。。でも、どう したらいいか解決できないまま・・・・・ 

数年修行後 熊本のクリーニング会社に就職しました。 

そこ でも たく さ んの衣類のこ と を勉強さ せていただきましたが、工場は前の

会社のものと 同じで、当然のこ と ながら、起こ る問題も同じなんです。当たり前

ですよね、同じこ と やってるんですから。でもそのこ ろは景気もよく 、問題より

も売上が勝っていましたから、経営者の方々もあまり深く 考えていな かったよ

う です。当時は、( 今も 大半がそう な んですが) 大型の機械で一度にたく さ ん

出来るのが、効率的でいいものと されていました。 

それでこ こ からが、こだわりのクリーニングの話なんですが

平成元年  父が急逝したもので人吉に帰ってきました。 

帰ってきてからは、従来のクリーニング工場の問題を改善できないか？う ちを

ご 利用いただく お客さ んには、何と か従来のクリーニングではできな い、もっ

と 喜んでいただける品質のクリーニ ングは無いかと 、いろいろな 本を読んだ

り、話を聞いたりしました・・・・・・。 

それでやっと見つけたのです。平成 3 年の春でした。ある人から

のすすめでした。。。。。こ れだこ れしかな い こ れで従来の問題は改善できそ

う だ。 よっしゃ がんばるぞ～  

それは、トヨタ 生産方式という  大野耐一さ んの本であり試行

錯誤しながら取り組んでいる今の仲間達でした。 

（全国にクリーニ ング事業所数 80000 件ある中で、現在ランドリー・キッチン

グループ  トヨ タ式を考える会 60 社） 

それでなにが違う かと いいますと 。                   

まず洗い方な んですが、たく さんの衣類を 1 度にたく さ ん洗ったりしな い

んです。 

当店のカジュアルコースで 4 ～6 点洗い。 

    オシャレ着洗いコースですと、お客様だけの衣類だけ

で洗います。他のお客様と混ぜないで洗う んです。 

それでフォーマルコースになりますと、もう 究極なる 1 点洗いを

するんです。 

こ んな洗い方をすると 手間が多く なって大変なんですが、 

こ こ は当店のこ だわりなんで、お客様には見えませんが・・・見えな いからこ そ

しっかりお客さんの気持ちになったつもりでやっちゃってます。（笑） 

そう やって洗う と いいこ と もあるんです、預った順番に洗って乾燥して仕上げ

ますから、自然にお客さんごと に出来上がっていく んです。きっちり揃ってきも

ちいいー。。。。。勝手に喜んでます。( 笑)  

 

 

 

つづき 
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次に乾燥の仕方な んですが、こ れまたこ だわりを持って取り組んでおり

ます。 

通常クリーニングで使用する乾燥機は、家庭用洗濯機 あのぐるぐる回すドラ

式の大きなサイズを使用するんです。こ の回すタイプ は回すだけでなく 、たた

き効果もあるんです。タ タキ効果で繊維内の水分を早く ドラム内に出させ乾燥

を早く さ せるんですねよね。ですが・・・・ちょっと 想像してみてく ださ い。・・・なん

か変でしょう ？乾燥できるのはいいのですが、服はいったいどう な るの？？

飾り・ボタン・素材のデリケートな婦人服・買ったばかりのお洋服 あぁ～想像し

ただ けで恐ろしい。・・・・・・・・・・後日談ですが、友人と 回転乾燥機がどれだ けダ

メージがあるか中に入って実験したんです。。。。１０数秒後 あわてて乾燥機を

止めてく れました。想像通りでした。 

打撲でまぬがれました。。。。。 

でもなんか嬉しかった・・・・気づけたから。 

・・・・・・・・・そこ で 

乾燥機をクローゼットタイプの静止乾燥機に we   c a n  c h e n g e   

衣類 1着 1着を肉厚のハンガーに掛けて クローゼットタイプの乾燥機に入れ

たり出したりして乾燥してるんです。。。こ こ もちょっと 手間が多く てお客さんに

はな かな か見えな いんですけど、そこ がこ だ わりと ばかりに、｢こ れは衣類に

と ても やさ しい乾燥方法な んや だ からお客さ んに喜ばれるんだ ｣な ぁーん

て演説ぶって勝手に喜んだりしちゃってます。( 笑) でもほんと 衣類にやさ しい

乾燥方法なんですよ。。。 

次に仕上げなんですが、いろんな 種類の（特に婦人服）衣類がありますか

ら、試行錯誤しながら仕上げております。すべての衣類が着用状態・形・サイズ・

素材・加工がちがいますから、元の形に整形するには、それな りの設備( 道具)

が必要なんです。。。でもね。。 

クリーニングの従来の仕上げきは、シワをのばすだけのものが多く 、元の形に

整形したり、誰が使っても 同じよう な 出来上がりにな る設備が無く 、う まく 仕

上げられるよう になるのに、すっごく 時間かかっていたんですよね。。。。。。。 

それならばと いう こ と で、国内アパレルメーカーに行って仕上げの考え方をお

勉強し、そこ で使用さ れている、ドイツファイト社アパレル用仕上げ機を日本

人の体系にあったクリーニング用の整形仕上げ機に改良して導

入しました。 

こ の仕上げ機すぐれもので、こ れもスタッフさ んやら見学に来られた方にダー

バン・バーバリー・ラルフローレンな ど有名アパレルメ ーカーで最終整形プ レス

に使用さ れているんです。きっちり整形できて、お客さ んに喜んでも らってま

す。。。。なんていっちゃってます。（笑）  こ れも見えないと こ ろなんですが、

こ だわって仕上げています。 

ご要望・仕上げなおしてほしいなどお気軽にお申し付け下さい。 

お客様の大切なお洋服を末永く 着用していただく ために・・・・・・・ 

最後まで読んでもらって、ありがと う ございます。 

数あるクリーニング店がある中で 

当店があな たのかけがえのな いクリーニングのパートナーでいられますよう

に。                    つづく ・・・・ 

画像やグラフィックを説明するキャプション
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お店スタッフの 

｢私達にも言わせて !言わせて！｣ 

南泉田店編 

 南泉田店の田中と申します。

入社してから 10 年は過ぎているのですが、受

付の仕事についてからは、7～8 年でしょうか

年数ばかりはたっているのですが。。。？

 お客様へご迷惑をおかけしない様

心がけてがんばりたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いします。
 

ご来店、お待ちしております。

              田中 憲子

南泉田店の簑田と申します。

入社して 3 年です。

受付の仕事は、初めての経験ですので、

お客様には、何かと、ご迷惑をおかけしてい

ると思いますが、今後も精一杯努力して参り

ますので、ひきつづき南泉田店をよろしくお

願いいたします。

            簑田 民子

先日（5 月）のお話ですが仕事を終え、家に帰って玄関を開け

た瞬間、お茶の香ばしい薫りが漂って来ました。

と言うのも我家では、お茶を摘んだ後家で釜入りをしていま

す。今はほとんどの家庭では、お茶工場へもって行き、機械で

仕上げてくれますので、忙しい現代人にとっては、大変助かっ

てますよね!! 
でも私の家では、昔から義父義母(70 歳)が何日もかかって釜

で仕上げています。

休日にはお茶摘みで忙しい毎日でした。義父母から言わせると

毎年この季節になると｢２人でするのも今年でおわりかなぁ～｣

と言われながらも今年もやってくれました。

 家中に広がるお茶の薫りが仕事から帰ってきた身体を落ち着

かせてくれます。まだまだ、お茶の入れ方も今一ですが、やっ

ぱり我家で仕上げたお茶は格別で薫りも味も違いますね。

義父母に感謝・感謝です。又来年もお願いしま～す。 

                     地下 百合子

０１２０−９２９−４６８





 

 

防水スプレー・ノヴァテックは、フッ素系の皮膜で、雨や

水はもちろん雪・泥・油汚れを防ぎます。  
ノヴァテックの特長  

1 .  油汚れを強力にはじく  
シリコン系防水スプレーは、水をはじいても油汚れに弱いという欠点があります。

これに 対して フッ素系 の防水 スプレ ーは、 水だけで なく油 汚れに も強いと いう大

きな特長を持っています。ノヴァテックは透明なフッ素の皮膜が、ウェアの風合、

通気性 をそのま まに、 水・油 をはじ き、ぬ れ、シミ や汚れ から大 切なウェ アを守

ります。   
2 .  はっすい効果が長持ち  

フッ素 系防水 スプレー （ノヴ ァテッ ク）は 、水をは じく効 果が高 く、持続 性もバ

ツグンです。   
3 .  皮革製品にも使えます  

ノヴァ テック は繊維製 品（ウ ェア） だけでな く、グ ローブ やブー ツなど皮 革製品

（ヌバック、スエードも含む）にもご使用いただけます。   
4 .  速乾性で無臭タイプ  

ノヴァテックはスプレー後 15 分で乾燥。（業界 No.1）。しかも、イヤな臭いもあ

りません。   
 
ノヴァテックの用途  
フッ素の効き目で水や油をシャットアウト。衣料・皮革の防水やキャンプ・スキ

ーなどのアウトドアだけでなく、暮らしのあらゆるシーンでご使用いただけます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
こ の春には、お客様の大切な「冬物の衣類」を「オシャレ着洗いコース」 

[フォーマルコース]でおまかせいただき、ありがと う ございました。 

  

その後、タ ンスやクローゼットで大切に保管さ れているこ と と 思います。しかし、梅雨時

の湿気は衣類にと って、カビや型く ずれ、さらには変色の原因と なります。 

  

大切な衣類を湿気から守るために、しまわれた冬物衣類・ふと ん・毛布・羽毛ふと んなど

の寝具類のお手入れを、おすすめします。 

 
 
    

◎ 梅雨の晴れ間に、風通しのよいと ころで陰干しをする。 
◎ 除湿機やエアコンで、タ ンスやクローゼットを除湿する。  

私達たちは、お客様が次のシーズンも気持ちよく 、 
安心して着用できるこ と を願っています。 
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