
せんたく屋太郎　 きれいにクリーニングする料金表 ＊プラチナコース＝料金×３

シャツ類 ワンピース類 毛布類 合成皮革類 和装お手入れ 　　素洗い　　桂洗い

Yシャツ（白無地） ¥99 チュニック ¥620 毛布（一重） ¥820 合皮ジャケット ¥1,030 留袖 ¥7,560 ¥16,000

Yシャツ（濃色・柄） ¥190 ニットワンピース ¥820 毛布（二重） ¥1,230 合皮コート ¥2,060 振袖 ¥8,640 ¥15,000

警察シャツ ¥290 ワンピース ¥820 毛布（絹） 合皮パンツ ¥820 袷着物 ¥6,990 ¥13,000

＊機械によるプレス デザインワンピース ¥1,030 肌ふとん ¥1,340 合皮スカート ¥720 単着物 ¥6,990 ¥13,000

Yシャツ手仕上 ¥410 略礼ワンピース ¥820 タオルケット ¥620 合皮ベスト ¥720 夏着物 ¥6,990 ¥13,000

スポーツシャツ ¥360 ヒダワンピース（４本～） ¥1,030 こたつふとん ¥1,650 合皮手袋 ¥620 喪服 ¥7,560 ¥10,000

トレーナー ¥360 プリーツワンピース ¥1,230 こたつ敷 ¥1,440 合皮ジャンバー ¥1,030 夏喪服 ¥5,400 ¥10,000

Tシャツ ¥310 ベビー毛布 ¥620 長襦袢（袷） ¥4,320 ¥6,000

デザインシャツ ¥360 ブラウス類 マット付毛布 浴衣・法被類 長襦袢（単） ¥4,320 ¥5,000

ブラウス ¥360 カーペットカバー（一畳） ¥1,130 ハッピ ¥460 帯 ¥3,600 ¥6,000

ズボン類 学生ブラウス ¥210 電気毛布 ¥3,020 子供ハッピ ¥360 化繊着物（袷） ¥4,320 ¥8,000

紳士スラックス ¥410 デザインブラウス ¥460 ベットパット 甚平上 ¥360 化繊着物（単） ¥3,600 ¥7,000

Gパン ¥410 甚平下 ¥260 化繊帯 ¥3,600 ¥5,000

キュロット（長＋￥１００） ¥460 ネクタイ類 寝具類 作務衣上 ¥510 浴衣帯（手仕上） ¥1,650 ¥4,000

半ズボン ¥310 ネクタイ ¥310 綿わた掛布団 ¥4,320 作務衣下 ¥410 袴 ¥3,240 ¥6,000

婦人パンツ ¥410 マフラー ¥310 綿わた敷布団 ¥4,320 半キマタ ¥310 子供着物 ¥3,600 ¥7,000

略礼ズボン ¥510 スカーフ ¥410 化繊布団 ¥2,710 長キマタ ¥410 子供下着 ¥2,160 ¥3,000

デザインパンツ ¥510 アスコットタイ ¥410 羊毛わた布団 ¥4,940 浴衣（機械プレス） ¥820 二部式着物上 ¥820

蝶ネクタイ ¥310 ベビー布団 浴衣（手仕上） ¥1,650 二部式着物下 ¥720

紳士上着類 略礼ネクタイ ¥360 羽毛布団 ¥5,140 浴衣（絞り） ¥1,650 神事着物 ¥2,570 ¥5,000

紳士上着（スーツ上） ¥510 ショール・ストール ¥510 浴衣帯 ¥820 仏事着物 ¥4,320 ¥8,000

ジャケット ¥510 シーツ類 ＊各浴衣染み抜きは別料金 化繊袴 ¥3,600 ¥6,000

制服上着 ¥510 スポーツウエア類 シーツ ¥460 鉢巻 ¥120 白衣（はくえ） ¥2,160 ¥5,000

デザインジャケット ¥720 ポロシャツ ¥360 ホーフ ¥460 紐 ¥120 ウール着物 ¥2,160 ¥7,000

略礼上着 ¥720 ユニフォーム上 ¥360 テーブルクロス ¥460 ウール羽織 ¥2,160 ¥5,000

ユニフォーム下 ¥360 枕カバー ¥210 帽子類 ＊素洗いでの染み抜きはできません

婦人上着類 ジャージ上 ¥360 座布団カバー ¥310 野球帽タイプ ¥510

婦人上着（スーツ上） ¥510 ジャージ下 ¥360 タオルケット ¥620 ハンチング帽 ¥510 各種加工（１点につき）

ボレロ ¥510 ウインドブレーカー ¥620 ハット（周囲にツバ有） ¥510 染み抜き指定 基本料金×２倍

ジャケット ¥510 ベンチコート ¥1,030 カーテン類 ニット帽 ¥310 水洗い指定（汗抜き）基本料金×２倍

制服上着 ¥510 武道着上 ¥510 カーテン 作業着帽子 ¥310 包装指定　　　　　　　　　基本料金＋￥５０

デザインジャケット ¥720 武道着下 ¥510 引戸サイズ：１８０cm×９０cm ¥1,030 革帽子 折り目加工

略礼上着 ¥620 武道着袴（素洗い） ¥1,650 窓サイズ：９０cm×９０cm ズボン 基本料金＋￥１、０００

スキー手袋 ¥510 出窓サイズ：６０cm×４０cm 付属品類 スカート（ヒダ４～６本） 基本料金＋￥２、５００

スカート類 スキー服上 ¥820 レースカーテン ベルト（一式） ¥160 スカート（ヒダ８本～） 基本料金＋￥３、０００

タイトスカート（長＋￥１００） ¥360 スキー服下 ¥720 引戸サイズ：１８０cm×９０cm ¥510 袖取り外し（一式） ¥210 撥水加工 基本料金＋￥１、５００

略礼スカート ¥510 スキー服つなぎ ¥1,030 窓サイズ：９０cm×９０cm フード ¥210 消臭加工 基本料金＋￥１、０００

フレアスカート（長＋￥１００） ¥460 出窓サイズ：６０cm×４０cm 襟（化繊） ¥260 毛玉取り 基本料金＋￥１、５００

キュロット（長＋￥１００） ¥460 学生服類 暖簾（機械プレス仕上） ¥510 セーラー服襟 ¥260 ボタン取り替え（１個） ¥50

ジャンバースカート ¥510 男子学生服上 ¥460 暖簾（手仕上） ¥1,030 毛皮襟 ¥1,030 プレスのみ 基本料金の９０％
ジャンバースカート（ヒダ） ¥720 男子学生ズボン ¥360 暖簾（工芸品・等） ¥4,530 コート裏 ¥360 子供料金（中学生未満） 基本料金の９０％

ヒダスカート（長＋￥１００） ¥620 セーラー服 ¥460 ジャンバー裏 ¥260 嘔吐物・汚物付着 基本料金＋￥２、０００

プリーツスカート ¥820 学生小物 ¥160 作業着類 パーツ 絹・カシミヤ・アンゴラ　類 基本料金×２倍

ヒダスカート（４本～6本） ¥510 白衣 ¥410

ジャンパー類 ヒダスカート（8本～） ¥510 厨房服 ¥410 ナイト衣類 判断基準（参考値）

ジャンパー ¥510 制服上着 ¥510 ナース服 ¥410 パジャマ上 ¥410 ＊コート＝８５cm以上

デザインジャンパー ¥720 セーラー服（夏） ¥560 厨房帽子 ¥210 パジャマ下 ¥410 ＊チュニック＝７５cm以上

スキージャンパー ¥820 制服ベスト ¥360 作業着帽子 ¥310 ハンテン ¥510 ◆判定が難しいアイテムは当社の主観となります

ダウンジャンパー ¥1,440 制服ネクタイ ¥310 前掛・エプロン ¥260 丹前 ¥820

制服ジャンバースカート ¥720 作業着上 ¥310 ガウン ¥820 着物桂洗いは税抜き価格

セーター類 作業着下 ¥310 （参考価格又は外部業者委託品）

セーター ¥360 礼装類 事務服 ¥310 その他衣類・小物類

タンクトップ ¥310 略礼上着 ¥720 防寒ジャンバー ¥620 紐 ¥120 ＊プラチナコースは割引対象外です

セーター裏付 ¥460 略礼ズボン ¥510 ハンカチ ¥210

略礼ベスト ¥410 子供服類 ポケットチーフ ¥160

カーディガン類 略礼ネクタイ ¥360 ベビー服 ¥910 袱紗（ふくさ） ¥510

カーディガン ¥360 婦人略礼上着 ¥620 ベビー帽子 ¥340 手袋（布） ¥310 お問い合わせ

カーディガン裏付 ¥460 略礼ワンピース ¥820 ベビー下 ¥560 手袋（ニット） ¥310 株式会社イウチ
略礼ヒダワンピース（8本～） ¥1,030 ベビー小物 ¥340 手袋（合皮） ¥620 本社：０５９－２６２－３４８２

ベスト類 略礼プリーツワンピース ¥1,230 ヨダレ掛 ¥340 足袋（機械プレス） ¥410

ベスト（スーツ） ¥360 略礼スカート ¥510 おくるみ ¥910

ベスト（ニット） ¥310 略礼ボレロ ¥620 ねんねこ ¥1,130 皮革・毛皮類

タンクトップ ¥310 略礼ブラウス ¥410 ママコート ¥1,850 革ジャケット ¥6,480

略礼ベスト ¥410 白手袋（長＋￥１００） ¥310 ベビー布団 ¥1,630 革コート ¥8,640

ベスト裏付 ¥460 礼蝶ネクタイ ¥360 ベビー毛布 ¥1,030 革パンツ ¥4,870

ダウンベスト ¥1,440 モーニング上 ¥1,230 マタニティ服 ¥1,130 革スカート ¥4,870

モーニングズボン ¥820 革ジャンパー ¥6,040

コート類 モーニングベスト ¥510 革ベスト ¥4,870

コート ¥1,030 ウエデイングドレス ¥10,800 革手袋 ¥2,710

デザインコート ¥1,230 パーティードレス ¥2,160 毛皮ジャケット ¥6,480 201４年０４月改訂

ダウンコート ¥1,850 その他ドレス 見積もり 毛皮コート ¥8,640 ＊料金は予告なく変更する場合があります

ハーフコート ¥820 毛皮襟巻 ¥2,710

毛皮襟（付属品） ¥1,030


