
   Deliverly Cleaning Price Lists　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　Y シャツ　（ハンガー仕上げ）　　　　　　　　　　　

　　　　　　Y シャツ　（たたみ仕上げ）                           

　　　　　　Y シャツ　ＳＤＸ

　　　　　　オープンシャツ ・ ポロシャツ　　　  

　　　　　　ブラウス　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　スーツ上下　　　　　　　　　　　　　  　　

　　　　　　ジャケット　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　ズボン ・ スカート　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　ベスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　ネクタイ　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　セーター ・ カーディガン　　　　　　　 

　　　　　　マフラー　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　ストール　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　スカーフ　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　ワンピース　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　

　　　　　　

　　　　　

　　　　　　

革手袋　　　　　　　　　　　　　　　  

毛皮ファー　　　　　　　　　　　　　 

革ジャケット　　　　　　　　　　　　  

革パンツ　　　　　　　　　　　　　　  

革コート　　　　　　　　　　　　　　　 

ムートンコート　　　　　　　　　　　 

革靴        　　　　　　　　　　　　　　 

スエード革靴　                         

スニーカー　                           

ブーツ　　　　　　　　　　　　　　　　　

一般衣料

　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

　　　　　

　　　　　　はっぴ　　　　　　　　　　　　　　　　　  

            浴衣　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　白衣 ( 上 ・ 下 )　　　　　　　　　　　　 　

　　　　　　エプロン                           　　　  

　　　　　　ひざかけ　　　　　　　　　　　　　　　  　

　　　　　　作業着 ( 上 ・ 下 )　　　　　　　　　    

　　　　　　作業ジャンパー　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　防寒服　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　作業つなぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　

　　　　　　

　　　　　　ジャンパー　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　ハーフコート　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　コート　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　ダウンジャケット　　　　　　　　　　 　 

　　　　　　ダウンコート　　　　　　　　　　　　　 　

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　シーツ　シングル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　包布 ( ふとんカバー ) シングル　                

　　　　　　枕カバー　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　タオルケット　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　テーブルクロス　　　　　　　　　　　　

　　　　　　毛布 シングル　　　　　　　　　　　      

　　　　　　毛布 ダブル　　　　　　　　　　　      　

　　　　　　ベッドパッド　シングル　　　　　　　　　　

　　　　　　ベッドパッド　ダブル　　　　　　　　　　 

　　　　　　綿わた　掛 ・ 敷布団　シングル　　　　

　　　　　　綿わた　掛 ・ 敷布団　ダブル　　　　　　　

　　　　　　羽毛布団　シングル　　　　　　　　　　 

　　　　　　羽毛布団　ダブル　　　　　　　　　　　 

　　　　　　こたつ掛け布団　　　　　　　　　　　 

　　　　　　こたつ敷き布団　　　　　　　　　　　 　　

　　　　　

　　　　　　

寝具類

長襦袢　　　　　　　　　　　　　　　      \2,600

帯　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　   \2,800

振袖　　　　　　　　　　　　　　　　　     \7,000

留袖　　　　　　　　　　　　　　　　　　   \7,000

単衣　　　　　　　　　　　　　　 　　　    \3,600

羽織　　　　　　　　　　　　　　　　　　   \3,400

訪問着　　　　　　　　　　　　　　　　    \7,000

皮革製品 靴 ・ 鞄クリーニング ・ リペア 

寝具類きもの和洗
革靴　　　　　　　　　　　　　　　　　　

スエード革靴　                　　　  

スニーカー　                    　　　

ブーツ　　　　　　　　　　　　　　　　　

Wash　Course

 Wash&Color　Course　

ダウンベスト　　　　　　　　　　　　 　 

財布 ・ 小物　　　　　　　　　　　　　 

バッグ S サイズ （長辺３５ｃｍ未満）　　　　 

バッグ M サイズ （長辺５０ｃｍ未満）　    

バッグ L サイズ （長辺８０ｃｍ未満）　　　　

 バッグ ・ 小物 ・ リペア

特殊しみ抜き　　　　　　　　　　　　　　

撥水加工　　　　　　　　　　　　　 　　　

折り目加工　　　　　　　　　　　　　　 　

寝具類各種加工＆リフォーム

W クリーニング　　　　　　　　　　　　　

裾上げ　　　　　　　　　　　　　　 　　 

ウエスト調整　　　　　　　　　　　　　 　　

ホットカーペット 1 帖あたり　　　　　　　　

電気カーペット 1 帖あたり　　　　　　　　

シャギー 1 帖あたり　　　　　　　　　　　　

段通 1 帖あたり　　　　　　　　　　　　　　

シルクペルシャ織 1 帖あたり　　　　　　 

ウールペルシャ織 1 帖あたり　　　　　　　　　　　　　　

寝具類ジュータンクリーニング

　レースカーテン　　　　　　　　　 １ｍ２ \400 ～

　カーテン　　　　　　　　　　　 　　１ｍ２ \600 ～

　　　　　

寝具類カーテンクリーニング

※Y シャツのスタンダード仕上げは糊付けしております。 糊なし、 糊強めのご要望もお受けしております。

※素材、 デザインなどで料金が異なる場合がございます。

※特殊しみ抜き、 各種加工は１週間ほどお時間をいただいております。※子供服は料金３０％引、 プレスのみ仕上げは料金３０％引になります。

※皮革製品、 きもの、 ジュータンなど特殊品は

　納期３週間ほどいただいております。

※靴 ・ 鞄クリーニングは納期２週間ほどいただいて

　おります。

（税抜）

　　　株式会社　オリックコーポレーション

                 

http://www.olyc.co.jp

( 色掛け）
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〒１６９－００７４　　東京都新宿区北新宿４－３２－１４

 TEL 03-3364-2581 FAX 03-3363-2813


