


　クリーニングは、生活に密着した身近なサービスでありながら、その
実態が知られていないのが現実です。一般社会では、クリーニングすれ
ば「キレイ」になるという信じこみがありますが、“ドライクリーニン
グ（有機溶剤洗浄）・ウェットクリーニング（水洗い）”には「キレイ」
になるという理論上に限界があるのです。

　例えば、クリーニングから戻ってきたら“独特のニオイがする、ク
ローゼットにしまっていたら黄ばんでくる、ベタッとして重くなる、シ
ミ・汚れが落ちていない、シルエットが壊れてテカる、縮んだ、変色し
た…”などなど、国民生活センターには数多くのクリーニング事故が持
ち込まれています。実は、これら数々の問題は、クリーニングでは「キ
レイ」にならないという置き換えでもあるのです。

　「ハッピー」は、これらの困りごと・疑問を解決するために、「キレイ
の限界を超える」革新的な技術の開発によって、クリーニングの「出来
ない」を「出来る」にしたのです。この漫画を読み終わると、貴方も
きっと『もっと服が好き』になって、お洒落を楽しんでいただけるよう
になると思います。

服はあなたの分身・魂です

プロローグ
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水面をたたきつける雨
立ち木を倒さんばかりの風
そして、強い水の流れにも
なにくわぬ顔で静かに泳ぐ水鳥たち
しかし、見えない水面下では
懸命に足を動かして、
絶妙なバランス感覚で波間を漂っている

　　南米エクアドルに伝わる寓話に
　　山火事で森の動物たちが、いっせいに逃げ出すなか
　　小さなくちばしで水を運んで懸命に火を消そうとする
　　ハチドリ（ハミングバード）がいるという
　　最後まで、諦めずに努力する姿が美しく尊い

誰もやらなくても
誰にも…見えなくても…人に知られることもなく
「世の中の役に立つ」を杖にして…
縁の下の力持ちに徹する
それが、私たち「Happy」の
願いであり、誇りです
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基本洗浄
アクアドライ

再生技術リプロン
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無重力バランス洗浄
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上質で、お気に入りの服は人生を知っている
さまざまな生活や暮らしのシーン
生きる喜び、悲しみを知っている

人生を服と共に歩いて
人生の物語を演出してくれる
服は、私の分身であり「魂」

だからこそ、決して粗末にはできない

そんな服を新品のままで
着続けられたらHappy

新品同様のままで長く着続ける
衣文化の新習慣をお楽しみください

シルエットプレス

●ハッピーのミッション
　クリーニングと一線を画し、お客様の大切な
衣服を新品同様のまま維持し、捨てられる運命
の衣服を蘇らせて、新品同様に戻すという衣服
再生産サービスを事業とする株式会社ハッピー
は、「私たちが果たす社会的使命」を、次のよ
うに定義づけています。

・私たちは、買ったときの新品の服に袖を通
す時の感動と喜びを、そして、どんな時で
も新品を味わっていただける技術を創造し
提供し続けます。
・私たちは、「作る、買う、捨てる」という
消費生活ではなく、自然循環型で地球環境
を大切するモノの「再生産」という新・
サービス産業を興す会社です。
・一人一人の「生き甲斐の軸となる価値観」
と「お客様の分身であり、魂の宿ったかけ
がえのない服の持ち味と命」を何よりも尊
重するサービスを提供し続けます。
・私たちは、これまでの価値観・技術・仕組
み・方法を超えて「新しい価値の風」を革
新的な再生産サービス産業として世界に向
けて発信していきます。

●ハッピーのビジョン
　ひとりでも多くのスタッフが「働く喜び」を
膨らませ、「働く喜び」の輪が、新たな活力を
生み出す社会を創りたい。そして、超一流企業
を創造して“社会的企業責任（CSR）”を果た
していくことが「ハッピー」のビジョンです。
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　2025年から人口減少という深刻な問題に直面しますが、未だに、大量
生産・大量消費の「安価な価値」に主流がおかれています。人口が減少
する時代に、人口が増加する産業構造のマーケティング手法にデジタル
技術を巧みに加えても、生産効率の高まりは見せるでしょうが、常識を
超えた意外性のある「新しい価値」を創造できるはずがありません。
　人口が減少する時代では、“どこを切っても金太郎飴”のような安価
な価値競争ではなく、新たに湧き起こるエシカル（倫理的＝環境保全・
社会貢献）な衣文化の「価値」を掘り起こして、高付加価値の収益構造
に作り替えなければ、サスティナブルな経営には至りません。

　そこで、「ハッピー」では、クリーニングの洗浄理論上の限界を超え
て、衣服を買ったときの新品のままを「長く着用できる」ようにし、ま
た、シミ・汚れが酸化して劣化した服を新品同様に再生・再現するケア
メンテ再生産技術の開発に成功を収めました。
　つまり、くたびれた服を「ケアメンテ」によって新品同様に戻すとい
う物性的な技術とデジタル情報のICT・IoTを駆使したサイバーフィジ
カルシステムの融合で、サービスプロセスを可視化し「新たな価値」を
創出したのです。

　クリーニングすると「キレイになる」という社会通念になっている一
般常識・イメージを払拭するのは並大抵ではありません。しかし、この
ままでは、上質で高級な服は数回、袖を通すだけで着られなくなって捨
てることになります。このことが二酸化炭素排出の要因の一つになり、
地球環境・資源に負の連鎖を起こして、それが天候不順、自然災害へと
繋がっていきます。
　この意味において「ケアメンテ」は、自然循環型の再生産サービス産
業であり、それが新品同様のまま長く着続ける「衣文化の新習慣」の創
出にもなるのです。このような「新しい価値」の発掘や実践が、他産業
にも良い影響を及ぼしていくことを願っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　了

エピローグ
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もっと服が輝く―服はあなたの分身・魂です
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本誌に掲載している「ケアメンテ」、「アクアドライ」、「リプロン」、「無重力バランス洗浄」、「シルエット
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公式WEBサイトQRコードハッピーケアメンテ
キーワード

検索 ケアメンテ
キーワード

検索 ハッピー
キーワード

検索

※ハッピーは、消費者保護基本法及びクリーニング業法により規定されておりますお客様への情報開示・説明責任の義務を遵守しております。

はじめてご利用のお客様へ ご利用方法【お預りからお届けまで】

※ケアメンテ代金は技術施行料金のため、ご利用契約成立（代金確定，メンテナンス作業開始）後の代金返金は
　いたしかねます。
※社会情勢の変化により、予告なく価格やサービス内容を変更することがございます。

【ご注意とお願い】

提携SHOPへご持参

●新宿髙島屋
●あべのハルカス近鉄本店
●横浜髙島屋FashionReform
●西武池袋本店
●TOMORROWLAND
●UNITED ARROWS
●BEAMS
●Aquascutum
●DURBAN

ファッションリフォーム
pin cushion

※アパレル・ブランドSHOPによっては、
ケアメンテ取扱い可能店舗が限られて
いますので最新情報はハッピーのホー
ムページでご確認ください。

お電話またはHPからお引き取りの申込み

ヤマト運輸が送り状を用意して、
お約束の日時にご自宅までお引き
取りにまいります

0120-88-6868
●お電話でお申し込み

www.kyoto-happy.co.jp

●HPでお申し込み
ハッピー HP

※ご依頼品を3辺160cm以内の丈夫な箱や
　袋で梱包しておまちください。

コンビニ・郵便局から着払いで配送

●全国6万6千ヶ所
依頼品を梱包して、コンビニや
郵便局から送料着払いでハッピー
へ直送ください

※コンビニからの発送はヤマト運輸または
　ゆうパックをご利用の場合に限ります。

送り先：株式会社ハッピー
〒611-0041
京都府宇治市槙島町目川７０番地の１
TEL：　  0120-88-68681

●お電話でのご注文・お問い合わせは下記の時間で受付けております。

エルメスご愛用のお客様専用ダイヤル

0120-88-6868

0120-88-3040

＊受付時間外や電話が混み合っている場合は、お手数ですが音声ガイダンスにしたがってお名前・お電話番号・ご用件を録音してください。
　順次、担当者より折返しご連絡させていただきます。

月～土／9：00～18：00（日曜・祝祭日は除く）

ご自宅へお届けします

最適なシルエットを保ちながら、ケアメンテⓇ済みの大切な衣類を
ご自宅まで宅配業者がお届けします。

※ご入金確認後のお届けとなっております。お支払い期限までにご入金が確認できない場合は、
　自動的に代金引換（手数料追加）でのお届けになりますのでご注意ください。
※店頭での仕上り品のお渡しはおこなっておりませんのでご了承をお願いいたします。

電子カルテ作成 ご依頼品の診断

カウンセリング 診断・お見積りのご説明、納期等のご相談

ケアメンテ® ハッピー独自の再生産技術の施術

提携 SHOP
※取り扱い店舗の最新情報は、ハッピーのホームページをご覧ください。

　約2000点もの豊富な事例集からお困りの衣服に似たアイテムを探して「ケアメンテ」の洗い・仕上が
り感をイメージしてください。服を着る「あなた」も、服を作って売る「アパレル」や「デパート」の方 も々、
選ぶ素材やデザイン性の幅が広くなり、美的センスの溢れた一着を気兼ねなくお楽しみいただけます。

STEP ①

アイテム種別や汚れの種類、ブラ
ンド名などから捜したい商品の条
件を指定して検索します。

該当する検索結果一覧が表示され
ます。詳細情報を見たい商品を選
択してください。

STEP ②

洗浄前と仕上り後の状態や、メン
テナンス料金（目安）などの詳細
情報が確認できます。

STEP ③

Before After

ケアメンテ検索エンジン『さがす』
豊富な経験値と、その事例集が物語る確かな技術
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