
LAUNDRY RECIPE



LAUNDRY RECIPE
お洗たくレシピ

冬物

ダウンジャケット

チェスターコート

フェイクファーブルゾン

ウールスタジャン

セーター

ペンドルトンブランケット

マフラー、ファー（スヌード）

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

春物

デニムジャケット

レーヨンシャツ

1.

2.

小物

キャスケット帽

スニーカー

1.

2.

用意するもの

洗たくネット バスタオル お洋服用ブラシ

ウォッシュ＆
ステインバー

ステイン
ソリューション

ウォッシュ＆
ステインブラシ

ウォッシングタブ

ウール＆
カシミアシャンプー

オールパーパス
ブリーチ

ダーク
デタージェント

ファブリック
コンディショナー

デリケート
ウォッシュ

デニムウォッシュ

スポーツ
デタージェント



ダウンジャケットの洗い方
Down Jacket

洗い方

1.【プレケア】
部分汚れ、特に襟周りや袖周りなど黒ずみ汚れはウォッシュ＆ステイバーで部分洗いします。
濡らしたステインバーを汚れ部分に石鹸成分を馴染ませるように塗りつけ、10分ほど浸け置きします。

2. ウォッシングタブでは入りきらないので浴槽などを使います。
30℃以下のぬるま湯をためて、ウール＆カシミアシャンプーをキャップ2杯入れてよく混ぜて溶か
します。

3. ダウンジャケットが重ならないように広げて入れ、15
分ほど浸け置きします。（右写真）

4. 沈みにくいので、裏返してさらに15分浸け置きします。

5. 汚れが浮き出てきますので、一旦汚れた水を捨て、新しい水をいれてすすぎます。

6. 何度か繰り返しきれいにすすいだたら、洗濯機で 1 分脱水します。
乾いたバスタオルを一緒に入れることで脱水の衝撃や水分を吸収し、時短効果にも繋がります。
※洗たくネットに入れておくと、タオルの繊維が付くのを防ぎます。

7. 脱水が終わったら、厚みのあるハンガーにかけて陰干しします。
途中、両手で挟むように軽くたたいて形を整えます。さらに 2 ～ 3 日ほど、中の羽毛が完全に乾くま
で部屋干ししましょう。

8. 乾いたら、いろんな方向から衣類の端を持って軽く振り空気を含ませましょう

9. 羽毛が均一になるように整えて、仕上げに防水スプレーをかけましょう。

Point!

◆裏返すときは水分を吸って重たいので無理やり持ち上げて生地が痛まないように注意しましょう。

◆中まで石鹸成分が染み込んでいるので、しっかりとすすぎましょう。

◆ハンガーとコートの間にタオルを挟むと、ハンガーの跡がつきにくくなります。

◆ポケットに何も入っていないことも確認しましょう。

＜使用する洗剤＞
ウール＆カシミアシャンプー

参考ブログはこちら▶
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チェスターコートの洗い方
Chesterfield Coat

洗い方

1.【プレケア】
部分汚れ、特に襟周りや袖周りなど黒ずみ汚れはウォッシュ＆ステイバーで部分洗いします。
濡らしたステインバーを汚れ部分に石鹸成分を馴染ませるように塗りつけ、10 分ほど浸け置きします。

2. ウォッシングタブでは入りきらないので浴槽などを使います。
30℃以下のぬるま湯をためて、ウール＆カシミアシャンプーをキャップ 2 杯入れてよく混ぜて溶
かします。

3. チェスターコートが重ならないように広げて入れ、15
分ほど浸け置きします。（写真①）

4. 全面浸かっていなければ、裏返しさらに15分浸け置き
します。

5. 汚れが浮き出てきますので、一旦汚れた水を捨て、新しい水をいれてす
すぎます。

6. 何度か繰り返しきれいにすすいだたら、洗濯機で 1 分脱水します。
乾いたバスタオルを一緒に入れることで脱水の衝撃や水分を吸収し、
時短効果にも繋がります。
※洗たくネットに入れておくと、タオルの繊維が付くのを防ぎます。
（写真②）

7. 脱水が終わったら、厚みのあるハンガーにかけて陰干しします。
丈が長くハンガーでは不安なときは平干でも構いません。途中、両手で挟むように軽くたたいて形を
整えます。

8. 乾いたら、洋服用ブラシでブラッシングし、毛並みを整えます。

Point!

◆浸け置きする時も型崩れしないように形を整えます。

◆襟の裏など重なる部分は特に洗い残し、すすぎ残しが無いように注意しましょう。

◆ポケットに何も入っていないか確認しましょう。

◆脱水機でなく、タオルドライをすると、より優しくより型崩れもしにくいです。

＜使用する洗剤＞
ウール＆カシミアシャンプー

参考ブログはこちら▶
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フェイクファーブルゾンの洗い方
Fake Fur Blouson

洗い方

1.【プレケア】
部分汚れ、特に襟周りや袖周りなど黒ずみ汚れはウォッシュ＆ステイバーで部分洗いします。
濡らしたステインバーを汚れ部分に石鹸成分を馴染ませるように塗りつけ、10 分ほど浸け置きします。

2. ウォッシングタブでは入りきらないので浴槽などを使います。
30℃以下のぬるま湯をためて、ウール＆カシミアシャンプーをキャップ 2
杯入れてよく混ぜて溶かします。

3. ファーブルゾンが重ならないように広げて入れ、15分ほど浸け置きします。
（写真①）

4. 沈みにくいので、裏返してさらに 10 分ほど浸け置きします。

5. 汚れが浮き出てきますので、一旦汚れた水を捨て、新しい水をいれてすす
ぎます。（写真②）

6. 何度か繰り返しきれいにすすいだたら、洗たく機で 1 分脱水します。
乾いたバスタオルを一緒に入れることで脱水の衝撃や水分を吸収し、
時短効果にも繋がります。※洗たくネットに入れておくと、タオルの繊
維が付くのを防ぎます。

7. 脱水が終わったら、厚みのあるハンガーにかけて陰干しします。（写真③）

Point!

◆裏返すときは水分を吸って重たいので無理やり持ち上げて生地が痛まないように注意しましょう。

◆中まで石鹸成分が染み込んでいるので、しっかりとすすぎましょう。

◆すすぎに祭はシャワーを使うとよりスムーズにすすぎができます。

◆ハンガーとコートの間にタオルを挟むと、ハンガーの跡がつきにくくなります。

＜使用する洗剤＞
ウール＆カシミアシャンプー

参考ブログはこちら▶
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ウールスタジャンの洗い方
Wool Stadium Jumper

洗い方

1.【プレケア】
部分汚れ、特に襟周りや袖周りなど黒ずみ汚れはウォッシュ＆ステイバーで部分洗いします。
濡らしたステインバーを汚れ部分に石鹸成分を馴染ませるように塗りつけ、10 分ほど浸け置きします。

2. スタジャンのサイズに合わせて、ウォッシングタブ使います。
30℃以下のぬるま湯をためて、ウール＆カシミアシャンプーをキャップ 1
杯入れてよく混ぜて溶かします。

3. 軽く畳んだ状態で、洗たくネットに入れて全体が浸かるように 20 分ほど浸
け置きします。（写真①）

4. 汚れが浮き出てきますので、一旦汚れた水を捨て、新しい水をいれてすす
ぎます。

5. 何度か繰り返しきれいにすすいだたら、脱水します。
乾いたタオルの上に置き、端から巻き取るようにし水分を吸収します。
（写真②）

6. 脱水が終わったら、形を整えて平干します。（写真③）

Point!

◆ウォッシングタブに収まらない時は、浴槽などを使い、ウール＆カシミアシャンプーを
　キャップ 2 杯入れましょう。

◆浸け置きの際、全体が浸からないときは 15 分ほどで裏返し、さらに 15 分浸け置きしましょう。

◆中まで石鹸成分が染み込んでいるので、しっかりとすすぎましょう。

◆生地が厚く、タオルドライが難しい時は、乾いたバスタオルと一緒に1分ほど脱水機にかけましょう。

◆タオルドライが難しい時は洗たくネットに入れて、乾いたバスタオルと一緒に脱水機に
　１分ほどかけましょう。

＜使用する洗剤＞
ウール＆カシミアシャンプー

参考ブログはこちら▶
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セーターの洗い方
Sweater

洗い方

1.【プレケア】
部分汚れ、特に襟周りや袖周りなど黒ずみ汚れはウォッシュ＆ステイバーで部分洗いします。
濡らしたステインバーを汚れ部分に石鹸成分を馴染ませるように塗りつけ、10 分ほど浸け置きします。

2. セーターのサイズに合わせてウォッシングタブを使います。
30℃以下のぬるま湯をためて、ウール＆カシミアシャンプーを
キャップ 1 杯入れてよく混ぜて溶かします。

3. 軽く畳んで洗たくネットに入れ、15 分～ 30 分ほど浸け置きし
ます。（写真①）

4. 汚れが浮き出てきますので、一旦汚れた水を捨て、新しい水を
いれてすすぎます。（写真②③）

5. きれいにすすいだたら、脱水します。
乾いたタオルの上に置き、端から巻き取るようにし水分を吸収
します。

6. 脱水が終わったら、風通しのよい日陰に平干します。（写真④）

Point!
◆中まで石鹸成分が染み込んでいるので、しっかりとすすぎましょう。

◆タオルドライが難しい時は洗たくネットに入れて、乾いたバスタオルと一緒に
　脱水機に１分ほどかけましょう。（写真⑤）

◆平干が出来ない時はハンガーを数本使って波上に広げて干しましょう。

＜使用する洗剤＞
ウール＆カシミアシャンプー

参考ブログはこちら▶
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ペンドルトンブランケットの洗い方
Pendleton Blanket

洗い方

1.【プレケア】
部分汚れや黒ずみ汚れはウォッシュ＆ステイバーで部分洗いします。
濡らしたステインバーを汚れ部分に石鹸成分を馴染ませるように塗
りつけます。

2. ウォッシングタブでは入りきらないので浴槽などを使います。
コットン 100％の場合はお湯を使い、オールパーパスブリーチを入
れてよく混ぜ 15 分ほど浸け置きします。（写真①）

3. 新しくお湯を溜めてダークデタージェントを入れてよく混ぜ、さらに
15 分ほど浸け置きします。（写真②）

4. 汚れが浮き出てきますので、一旦汚れた水を捨て、新しい水をいれ
てすすぎます。（写真③）

5. 何度か繰り返しきれいにすすいだたら、柔軟剤をいれて軽くすすぎ
ます。（写真④）

6. すすぎ終わったら、洗濯機で1分脱水します。
乾いたバスタオルを一緒に入れることで脱水の衝撃や水分を吸収
し、時短効果にも繋がります。※洗たくネットに入れておくと、タ
オルの繊維が付くのを防ぎます。

7. 脱水が終わったら、重ならないように広げて陰干しします。
（写真⑤）

Point!
◆中まで石鹸成分が染み込んでいるので、しっかりとすすぎましょう。

◆柔軟剤を入れた後はすすぎすぎに注意しましょう。

◆デリケート素材の場合は 30℃以下のぬるま湯でデリケートウォッシュを使いましょう。

＜使用する洗剤＞
オールパーパスブリーチ
ダークデタージェント
ファブリックコンディショナー

参考ブログはこちら▶
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マフラー、ラビットファー ( スヌード ) の洗い方
Muffler & Rabbit Fur(Snood)

洗い方

1.【プレケア】
部分汚れ、黒ずみ汚れはウォッシュ＆ステイバーで部分洗いします。
濡らしたステインバーを汚れ部分に石鹸成分を馴染ませるように塗りつけ、10 分ほど浸け置きします。

2. マフラー、ファーのサイズに合わせてウォッシングタブを使います。
30℃以下のぬるま湯をためて、ウール＆カシミアシャンプーを
キャップ 1 杯入れてよく混ぜて溶かします。

3. マフラーは軽く畳んで洗たくネットに入れ、ファーはそのまま 20 分
ほど浸け置きします。（写真①②）

4. 汚れが浮き出てきますので、一旦汚れた水を捨て、新しい水をいれ
てすすぎます。（写真③）

5. 何度か繰り返しきれいにすすいだたら、脱水します。
乾いたタオルの上に置き、形を整え端から巻き取るようにしタオル
に挟んで水分を吸収します。（写真④）

6. 脱水が終わったら、陰干しします。
ファーはハンガーに吊るして干し、マフラーは平干します。平干が
難しい時は、ハンガーを数本使い波打つように重さを分散させて干
しましょう。（写真⑤⑥⑦）

Point!

◆中まで石鹸成分が染み込んでいるので、しっかりとすすぎましょう。

◆ファーは乾きにくいので数日干しましょう。それでも生乾き感が残る時は
　ドライヤでブローしましょう。

◆乾かす時は日光が当たらないように注意しましょう。

＜使用する洗剤＞
ウール＆カシミアシャンプー

参考ブログはこちら▶
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デニムジャケットの洗い方
Denim Jacket

洗い方

1.【プレケア】
部分汚れ、特に襟周りや袖周りなど黒ずみ汚れはウォッシュ＆ステイバー
で部分洗いします。
濡らしたステインバーを汚れ部分に石鹸成分を馴染ませるように塗りつ
け10分ほど浸け置きします。（写真①）

2. デニムジャケットのサイズに合わせてウォッシングタブを使います。
30℃以下のぬるま湯をためて、デニムウォッシュをキャップ 1 杯入れて
よく混ぜて溶かします。裏返して軽く畳み、全面をしっかり浸け 30 分ほ
ど浸け置きします。（写真②）

3. 汚れが浮き出てきますので、一旦汚れた水を捨て、新しい水をいれてすす
ぎます。

4. 何度か繰り返しきれいにすすいだたら、洗濯機で 1 分脱水します。
乾いたバスタオルを一緒に入れることで脱水の衝撃や水分を吸収し、
時短効果にも繋がります。※洗たくネットに入れておくと、タオルの繊
維が付くのを防ぎます。

5. 脱水が終わったら、厚みのあるハンガーにかけて陰干しします。
（写真③）

Point!

◆ウォッシングタブに収まらない時は、浴槽などを使い、デニムウォッシュを
　キャップ 2 杯入れましょう。

◆ジャケットの形状を見て、型崩れが気になるときは裏返さずそのまま浸け置きしましょう。

◆中まで石鹸成分が染み込んでいるので、しっかりとすすぎましょう。

◆脱水 1 分で、まだ水が垂れてくるようであれば追加で 1 分脱水しましょう。

◆ハンガーとコートの間にタオルを挟むと、ハンガーの跡がつきにくくなります。

◆水分を吸って重たくなっているので、はじめは平干である程度乾いてから
　ハンガーにかけても構いません。

＜使用する洗剤＞
デニムウォッシュ

参考ブログはこちら▶
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レーヨンシャツの洗い方
Rayon Shirt

洗い方

1.【プレケア】
部分汚れには、ステインソリューション、襟周りや袖周りなど黒ずみ汚れ
はウォッシュ＆ステインバーを汚れ部分に馴染ませるようにつけます。
（写真①）

2. シャツのサイズに合わせて、ウォッシングタブ使います。
30℃以下のぬるま湯を溜めて、デリケートウォッシュをキャップ 1 杯入
れてよく混ぜて溶かします。

3. 軽く畳んでから洗たくネットに入れて、20 分ほど浸け置きします。
（写真②）

4. 汚れが浮き出てきますので、一旦汚れた水を捨て、新しい水をいれてす
すぎます。

5. 何度か繰り返しきれいにすすいだたら、脱水します。
乾いたタオルの上に置き、形を整え端から巻き取るようにし水分を吸
収します。（写真③）

6. 脱水が終わったら、ハンガーにかけて陰干しします。
干すときに軽く手でたたくなどしてシワをとると仕上がりが綺麗にな
ります。（写真④）

Point!

◆濡れるとギュと堅く感じますが、乾くと戻ります。濡れている時は揉んだりせず優しく扱いましょう。

◆シワがつきやすいので、タオルドライの段階からシワを伸ばすように優しくしっかりと広げましょう。

◆柔らかいカットソーや T シャツの場合は平干がおすすめです。

◆まだシワが気になる時は洗たく表示タグを見て、低温アイロンをかけるか短時間スチームで仕上げます。
　スチームのあてすぎは、水分で縮む原因になるので気をつけましょう。

＜使用する洗剤＞
デリケートウォッシュ

参考ブログはこちら▶



洗い方

＜使用する洗剤＞
ウール＆カシミアシャンプー

参考ブログはこちら▶

ウールキャスケット帽の洗い方
Wool Casquette

1.【プレケア】
部分汚れ、特におでこがあたる部分はウォッシュ＆ステ
イバーで部分洗いします。
濡らしたステインバーを汚れ部分に石鹸成分を馴染ませ
るように塗りつけ10分ほど浸け置きします。（写真①）

2. キャスケット帽のサイズに合わせて、ウォッシングタブ
使います。
30℃以下のぬるま湯をためて、ウール＆カシミアシャン
プーをキャップ 1 杯入れてよく混ぜて溶かします。

3. 全体が浸かるように 20 分ほど浸け置きします。
（写真②）

6. 脱水が終わったら、形を整えて平干します。（写真④）

4. 汚れが浮き出てきますので、一旦汚れた水を捨て、新し
い水をいれてすすぎます。

5. 何度か繰り返しきれいにすすいだたら、脱水します。
乾いたタオルの上に置き、型崩れしないようにキャス
ケット帽の形に合わせて軽く抑えるように水分を吸収
します。（写真③）

Point!
◆中まで石鹸成分が染み込んでいるので、しっかりとすすぎましょう。

◆浸け置きの際、タオルドライの際、型崩れしないように優しく扱いましょう。

◆洗い上がりに洋服用ブラシでブラッシングすると更に毛並みも綺麗になります。
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洗い方

＜使用する洗剤＞
スポーツデタージェント

参考ブログはこちら▶

スニーカーの洗い方
Sneaker

1.【プレケア】
部分汚れがある時は、ウォッシュ＆ステイバーで部分洗いします。
濡らしたステインバーの石鹸成分をブラシで取りを馴染ませるように塗り
つけ、10 分ほど浸け置きします。
（写真①②）

2. スニーカーに合わせてウォッシングタブを使います
30℃以下のぬるま湯を溜めて、スポーツデタージェントをキャップ 1 杯
入れてよく混ぜて溶かします。

3. 中敷がはずせる時は、はずして別々に洗います。

7. 乾いたら中敷をもどします。

6. 何度か繰り返しきれいにすすいだたら、軽く絞り風通しの
よい日陰で乾かします。
中敷はハンガーに吊るして干したり、平干して乾かします。

4. 20分ほど浸け置きします。浮いてくるときは、水を入れたペットボトル
をおもり代わりに乗せます。
この時、中敷も一緒に浸け置きします。（写真③）

5. 汚れが浮き出てきますので、一旦汚れた水を捨て、新しい水
をいれてすすぎます。

Point!

◆浸け置きする前に靴底の泥や、中に入った小石を取り除きましょう。

◆部分汚れが頑固な時は、ステインソリューションと
　オールパーパスブリーチを混ぜたものをブラシに取り、
　軽く擦るとより綺麗汚れを落とすことが出来ます。（写真④）

◆靴紐がはずせるタイプのスニーカーははずして洗うと
　より綺麗に洗うことが出来ます。

◆スポーツデタージェントの変わりにデリケートウォッシュでも構いません。
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