
注文間違いにご注意ください
〈お申込み例〉
洗いたい ふとん 商品名 注文番号 記入する

数量　

羽毛掛ふとん 2枚 羽毛 2枚 9915 1

羽毛掛ふとん 3枚
羽毛 2枚 9915 1
羽毛 1枚 9916 1

羽毛掛ふとん 4枚 羽毛 2枚 9915 2
羽毛掛ふとん1枚
＋綿敷ふとん1枚 ふとん 2枚 9919 1

綿・化繊・羊毛
ふとんいずれか2枚 ふとん 2枚 9919 1

毛布 2枚 ふとん 1枚 9920 1

➡

➡

➡

➡

➡

➡

約50×60×高さ30cmふとん袋サイズ ふとん袋サイズ

●水洗いできるふとん　
　中わたの材質…羽毛、綿、化繊、羊毛　
　種類…掛けふとん、敷きふとん、毛布、ベッドパット、こたつ布団
●毛布は 0.5 枚と数えます。（毛布 2枚でふとん 1枚分）

●回収キットのふとん袋に入れば、　シングルでもダブルでも同じ価格です。
●価格は、往復の宅配料や配送資材等を含んでいます。
　※離島は別途宅配料が必要です。

保管サービスは、8月 26 日（金）をもちまして、2022 年度の受付を終了いたしました。

きれいになった
ふとんに、ダニを
寄せ付けにくく
します。

効果の目安 6カ月間
※すべてのダニを寄せ付けにくくするわけでは
ありません。

●羽毛ふとんのみをご利用の場合は羽毛専用パックをお申込みください。
●羽毛ふとんを通常パックでお申込みされた場合、通常パックの料金と
なります。
●アイダーダックのふとんはご遠慮ください。

OCR注文用紙の「4桁・6桁注文番号欄」に
4桁の注文番号を左詰めでご記入ください。

上記のいずれか
の方法でご注
文ください。

お申込み後14日以内に届きます。 回収キットのご利用の手
引きに沿ってふとん袋に
入れ、宅配業者に引取り
を依頼してください。

洗浄・乾燥・
復元。
7～21日で。

宅配業者が
水洗いした
ふとんを
お届けします。

ふとんがクリーニング工場
に到着した時点で、請求が
発生します。生協にご登録
の口座より引き落とします。

回収キット発送後のキャ
ンセルは、キット発送費
用1,650円（税込）を請
求させていただきます。

スマートフォン·タブレットから▶

パソコンから▼

東海コープ事業連合 生活サービス事業部

受付時間/9:30～17:00 月～金（祝日含む）  土日定休

重くかさばるふとんも、ふとん袋に詰めて電話するだけ。お引取り＆お届けは宅配便でラクラク！

OCR注文用紙 e-フレンズで

お申込み 回収キットお届け ふとん回収 ふとん
水洗い

お届け お支払い キャンセル

お電話で ウェブサイトで

70120-282-220

お
申
込
み
方
法

ご
利
用
の
流
れ

1
2 3

OCR注文期間以外も、電話・ウェブサイトでお申込みできます

回収キット/ふとん袋、利用の
手引き、注文票、宅配便伝票

検 索東海コープ　ふとん水洗い

ふとん
ご とご と
丸

防ダニ加工羽毛専用パック 通常パック
約63×95×高さ37cm

羽毛ふとんだけを洗う いろんな　ふとん 組み合せOK

注文番号 商品名 価 格

9915 羽毛2枚 10,500円
（税込 11,550 円）

9916 羽毛1枚 8,000円
（税込 8,800 円）

9917 羽毛2枚 12,500円
（税込 13,750 円）

9918 羽毛1枚 9,000円
（税込 9,900 円）

注文番号 商品名 価 格

9919 ふとん2枚 12,500円
（税込 13,750 円）

9920 ふとん1枚 9,000円
（税込 9,900 円）

9921 ふとん2枚 14,500円
（税込 15,950 円）

9922 ふとん1枚 10,000円
（税込 11,000 円）

防ダニ
加工＋ 防ダニ

加工＋

防ダニ
加工＋ 防ダニ

加工＋

お申込みの際は必ずお読みください　

70120-657-041

「このふとんは洗えるの？」「料金は？」など、
お気軽におたずねください

●（有）サン・リフレッシュサービス
　（愛知、岐阜、三重）
●ナゴヤ・ホールセール（株）
　（愛知、岐阜）
●（株）ホームドライ豊田（愛知）

12枚合わせの羽毛ふとんについては、2枚
分の料金となります。

2猫・犬のふん尿や毛付きふとんは、別途料
金をいただく場合があります。

3羽毛ふとんの接着キルト仕様については洗
浄できないことがありますのでご了承くだ
さい。

4堅牢度※の関係で、色落ちや縮みがでる場
合があります。あらかじめご了承ください。

　※布地の染め方の度合い。堅牢度が低いと
水に浸けただけで色落ちします。

5ニオイ、シミ、汚れなどの度合いによって
は完全にきれいにならない場合がありま
す。

6生地の傷みやほころびなどがありますと、
機械に通して丸洗いをするときに生地が破
損することがあります。発見した際、事前
に担当工場よりご連絡することがあります。
7水洗いに適さない商品につきましては、ド
ライクリーニング処理をさせていただく場
合があります。

8ふとんカバーやえりカバーは、はずしてお出
しください。

●回収キット発送後のキャンセルは、キット
発送費用 1,650 円（税込）をご請求させて
いただきます。

●回収キットお届け後 30日以内にふとんを
提出してください。30日を過ぎた場合、キッ
ト発送費用1,650 円（税込）をご請求させ
ていただきます。
●離島は別途配送料がかかります。
●お申込み内容と出されたふとんが違う場合
は、出されたふとんの枚数に応じたパック
の料金で請求いたします。

9:30～16:00（土·日· 祝日休業）

ふとん丸ごと水洗い相談室

生協
提携業者
（担当地域）

ふとん水洗い
ふとんが清潔に、そして
ふかふかになる工程を
紹介しています。
ぜひご覧ください。▶

紹介動画

スッキ
リ
ふんわり

2022年9月

宅配サービ
ス

水洗い
長年使った
ふとん
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OCR注文期間

お す す め し ま す ！

お家洗いでは難しいプロの技
ふっくらと洗い上げます

注 意 事 項


