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当店で洗えるもの 

下記のようなものを洗濯・乾燥することができます。 

    

一般の衣類 タオル･タオルケット 夏賭け布団 シーツ 

    

羽毛布団 こたつ布団 
ダウンジャケット 

(ポリウレタン製を除く) 
下着(ヒートテック等) 

    

カーテン カーペット･ラグ 毛布類 
ウォッシャブルスーツ 

(洗濯ネット使用) 

 ウォッシャブルスーツなどは、商品に付属の説明書をよく読んでから洗濯してください。 

 この他にも、多くのものが洗えます。衣類表示で「水洗い可」となっていることをおたしかめください。 

 布団類はキルディング加工されているもののみ洗えます。キルディングが施されていない布団の場合、綿が

かたよる恐れがあります。 

機器トラブルなどお困りの時は、コールセンターまで(24 時間対応) 

0120-963-321 
(フリーダイヤル／通話無料) 
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当店では洗えないもの 

下記のようなものを洗濯・乾燥するのはご遠慮ください。 

    

ウール･シルクの衣類 くつ(スニーカーなど) クッション類 ぬいぐるみ 

   

 

真綿の布団 羊毛布団 まくら（そば殻など）  

※敷布団類は基本的に洗えませんが、一部「洗濯乾燥可能」として販売されているものは洗えます。 

下記のものは衛生上お断りしています。 

    

ペットの敷物など 伝染病患者の使ったもの 汚れたおむつなど 
極端な泥や油汚れの 

あるもの 

※キルディング加工されていない布団類を洗った場合、綿がかたよる恐れがあります。 

機器トラブルなどお困りの時は、コールセンターまで(24 時間対応) 

0120-963-321 
(フリーダイヤル／通話無料) 
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洗濯乾燥機の使いかた 

No. イメージ 説明 

1 

 

【洗濯乾燥機コーナー】 

正面に並んだ 5 台は、洗濯から乾燥まで一

気にできる、洗濯乾燥機です。 

およそ 1 時間で、洗濯・乾燥が完了します。 

（標準コースの場合） 

※洗濯のみ、乾燥のみもできます。 

2 
 

 

【ドラム洗浄】(オプション機能)  

前のユーザーが何を洗ったか気になる方は

洗濯ものを入れる前にドラム洗浄機能をお

使いください。無料で 2 分間洗濯乾燥機内

部を水洗いします。 

① ドラム内に何も入っていないことを確

認して扉を閉じます。（扉レバーをしっかり

下に回してください） 

② パネルの左側にある「ドラム洗浄」ボタ

ンを押してください。 

※ドラム洗浄機能を使わなくても、ドラム内は常

時洗剤で洗われて清潔な状態です。洗濯･乾燥じた

いに影響はありません。 

3 
 

 

【洗濯ものを入れます】 

洗濯ものを入れたら、扉を閉め、扉レバー

を下までしっかり回して、扉をロックして

ください。 

※洗濯乾燥機は、スタートすると扉を開け

ることができません。入れ忘れがないよう

にご注意ください。 

※ドラムいっぱいに洗濯ものを詰め込むと

完全に乾燥ができません。ドラムの 2/3 く

らいまでの量に抑えてください。 

※ハンカチ、靴下など細かいものは洗濯ネ

ットの使用をおすすめします。 
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No. イメージ 説明 

4 
 

 

【コースを選びます】 

洗濯乾燥には「標準」「少量」の 2 コースが

あります。ボタンを押して選んでください。 

洗濯ものがドラムの 1/3 くらいの量の場合

は「少量」を、それ以上の場合は「標準」

をお選びください。 

※洗濯ものの量が多い場合「少量」コース

では乾き切らないことがあります。 

この他、洗濯乾燥コースよりも多い量の洗

濯ものが洗える「洗濯のみ」コース、洗濯

ものが生乾きだった時に追加の乾燥ができ

る「乾燥のみ」コースがあります。 

5 
 

【料金を入れます】コインの場合 

コインは、100 円硬貨、500 円硬貨に対応

しています。 

※先にコースを選んでからでないと、コイ

ンは返却口に戻ります。  

 

【料金を入れます】カードの場合 

左端の両替機兼カード販売機で販売してい

る 2200 円のプリペイドカード（売価 2000

円）が使えます。 

カードを入れると使用料金分がカードから

引かれます。 

6 

 

【自動的に洗濯が始まります】 

コースを選んでから料金を入れると、自動

的に洗濯・乾燥が始まります。 

※扉はロックされて開けることができなく

なります。入れ忘れにご注意ください。 
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No. イメージ 説明 

7 

 

【ハローコール】(オプション機能)  

ハローコールは、完了 5 分ほど前に電話で

お知らせする機能です。 

ごらんのテンキーから電話番号を入力して

「実行」ボタンを 2 回押してください。 

※入力されなくても洗濯乾燥には影響あり

ません。 

8 

 

【洗濯ものを取り出します】 

約 1 時間後、洗濯乾燥が完了しています。

次のユーザーのために、できるだけ早く洗

濯ものを取り出してください。 

必要に応じてワゴンをお使いください。 

 ご注意！ 

脱水運転中に洗濯ものがかたよると、異常

振動が発生して緊急停止することがありま

す。毛布など一枚だけなどを洗濯すると異

常振動が起きやすいので、できたら他の洗

濯ものと一緒に洗濯してください。 

【洗濯乾燥料金／通常時間帯】 

大型洗濯乾燥機（最大 22kg まで） 標準 1600 円 少量 1300 円 

中型洗濯乾燥機（最大 15kg まで） 標準 1300 円 少量 1100 円 

小型洗濯乾燥機（最大 8kg まで）  標準 1000 円 少量 800 円 

深夜割引 (23 時～7 時) 300 円引き 

平日午後割引（15 時～23 時）200 円引き 

 

機器トラブルなどお困りの時は、コールセンターまで(24 時間対応) 

0120-963-321 
(フリーダイヤル／通話無料) 
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両替機兼プリペイドカード販売機のつかい方 

この機械で千円札（二千円札）を 100 円硬貨に両替することと 

当店のプリペイドカードを購入することができます。 

 

当店のプリペイドカードは 2200 円分使えて販売価格は 2000 円。 

だから１割おトクです。（当店以外ではお使いになれません） 
 

機器トラブルなどお困りの時は、コールセンターまで(24 時間対応) 

0120-963-321 
(フリーダイヤル／通話無料) 

  

カードを購入する時

はこのボタンを押し

ます。 

千円札･二千円札は

ここから入れてくだ

さい。 

100 円硬貨に両替を

する時はこのボタン

を押します。 

ここに「E-***」と

いう表示が出ていた

ら故障です。 

下記のコールセンタ

ーまでお電話くださ

い。（通話無料） 

５００円硬貨はここ

から入れてくださ

い。 
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大型乾燥機のつかい方 

No. イメージ 説明 

1 

 

【大型乾燥機コーナー】 

当店左手の乾燥コーナー奥の 2 台は、最大

25kg までの洗濯ものが乾かせる、大型乾燥

機です。 

2 

 

【洗濯ものを入れます】 

洗濯ものを入れて、扉を閉めます。 

ドラムいっぱいに洗濯ものを詰め込むと乾

き切りません。 

ドラムの半分を目安にしてください。 

3 

 

【乾燥温度を選びます】（オプション機能） 

ふだんは「高温」になっています。高温で

の乾燥では痛みが心配なデリケート衣類な

どの乾燥をする時は、ボタンを押して「低

温」に切り替えてください。 

4 
 

【料金を入れます】コインの場合 

使用できるコインは、100 円硬貨だけです。 

100 円につき 7 分間の乾燥時間ですので、

必要なだけコインを入れてください。  

 

【料金を入れます】カードの場合 

当店のプリペイドカード（売価 2000 円）

が使えます。 

1 回カードを入れると 100 円分になりま

す。必要な乾燥時間になるまでカードを（少

し引いて）入れてください。 
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No. イメージ 説明 

6 

 

【自動的に乾燥が始まります】 

料金を入れると、乾燥が始まります。 

乾燥中でも料金を追加すれば乾燥時間が延

びます。 

※扉は乾燥中でも開けることができます。 

8 

 

【洗濯ものを取り出します】 

乾燥が完了すると停止します。次のユーザ

ーのために、できるだけ早く洗濯ものを取

り出してください。 

※生乾きの時は、料金を追加して乾燥を継

続することもできます。 

 何分くらいで乾きますか？ 

普通の衣類は 20 分～30 分程度。 

（ジーンズなど乾きにくい生地の場合はさ

らに 20 分ほど追加してください） 

冬用の毛布は 30 分～50 分程度。 

羽毛布団は 60 分程度。 

大型乾燥機料金 

100 円で 7 分間 

 

機器トラブルなどお困りの時は、コールセンターまで(24 時間対応) 

0120-963-321 
(フリーダイヤル／通話無料) 
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中型二段乾燥機のつかい方 

No. イメージ 説明 

1 

 

【大型乾燥機コーナー】 

当店左手の乾燥コーナー手前の 2 台は、最

大 14kg までの洗濯ものが乾かせる、中型

乾燥機です。上下のドラムは別々に使うこ

とができます。 

2 

 

【洗濯ものを入れます】 

洗濯ものを入れて、扉を閉めます。 

ドラムいっぱいに洗濯ものを詰め込むと乾

き切りません。 

ドラムの半分を目安にしてください。 

3 

 

【乾燥温度を選びます】（オプション機能） 

ふだんは「高温」になっています。高温で

の乾燥では痛みが心配なデリケート衣類な

どの乾燥をする時は、ボタンを押して「低

温」に切り替えてください。 

4 
 

【料金を入れます】コインの場合 

使用できるコインは、100 円硬貨だけです。 

100円につき 10分間の乾燥時間ですので、

必要なだけコインを入れてください。  

 

【料金を入れます】カードの場合 

当店のプリペイドカード（売価 2000 円）

が使えます。 

1 回カードを入れると 100 円分になりま

す。必要な乾燥時間になるまでカードを（少

し引いて）入れてください。 
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No. イメージ 説明 

6 

 

【自動的に乾燥が始まります】 

料金を入れると、乾燥が始まります。 

乾燥中でも料金を追加すれば乾燥時間が延

びます。 

※扉は乾燥中でも開けることができます。 

8 

 

【洗濯ものを取り出します】 

乾燥が完了すると停止します。次のユーザ

ーのために、できるだけ早く洗濯ものを取

り出してください。 

※生乾きの時は、料金を追加して乾燥を継

続することもできます。 

 何分くらいで乾きますか？ 

普通の衣類は 20 分～30 分程度。 

（ジーンズなど乾きにくい生地の場合はさ

らに 20 分ほど追加してください） 

冬用の毛布は 30 分～50 分程度。 

羽毛布団は 60 分程度。 

中型二段式乾燥機料金 

100 円で 10 分間 

 

機器トラブルなどお困りの時は、コールセンターまで(24 時間対応) 

0120-963-321 
(フリーダイヤル／通話無料) 
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ご注意とお願い 

 

洗濯をはじめる前に、ドラムの中に忘れ物、汚

れ物、異物がないことを必ずご確認ください。 

忘れ物があったら、「忘れもの入れ」に移して

ください。 

 

ポケットの中をよくご確認ください。 

特に釘やライターなどが入っていないことを

確かめてください。 

（釘類はドラムを傷つけ、ライターは発火の恐

れがあります） 

 

また、カーテンを洗濯される場合、フックなど

は必ず取り外してからご使用ください。 

 

洗濯ものを長時間放置しないでください。 

次に使われるお客さまのご迷惑になります。 

 

ドラムの中に乾燥の終わった洗濯ものがあっ

たら、取り出してワゴンに置いてください。 

メッセージカードをご用意しています。 

 

 


