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商　　　号／有限会社　東関ユニフォーム

設　　　立／昭和60年5月

資　本　金／300万円

本社所在地／〒310-0844　茨城県水戸市住吉町88-4

水 戸 工 場／〒310-0844　茨城県水戸市住吉町88-4
　　　　　　TEL：029-248-5888　FAX：029-248-5775

鉾 田 工 場／〒311-1502　茨城県鉾田市大戸591

事 業 内 容／◆各種クリーニング及び集配
　　　　　　　（茨城県内全域エリア）（福島県一部エリア）
　　　　　　◆各職域ユニフォームの販売・リース

（事務服・作業服・白衣各種・サービスウエ
アー・タオル・テーブルクロス・シューズ等）

　　　　　　◆レンタルクリーニング
（白衣・帽子・前掛・調理衣・テーブルクロス・
タオル等）

主要仕入先／サーヴォ・ボンマックス・自重堂・チトセ・共栄
織物・アイトス・トムス・カーシーカシマ・ジョ
ア・フォーク・ホウエイ・アベイチ　他

会社概要

　お客様よりお預かりしました品物は、水戸市と鉾田市にある自社２工場にて検品、種類別に分類してク
リーニング致します。各種ユニフォーム、白衣等調理着、作業着、テーブルクロス、タオル、シーツ、ドラ
イクリーニング等をお預かりして最短で翌々日の集配にお届けいたします。
　特殊な品物（着物・ブランド品・革製品等）については、料金・時間がかかる場合がございますので、別途
ご連絡致します。当社では、来店していただくのではなく、ルートスタッフが週２～３回（隔日）配達で回る
集配システムを採用しております。

当社クリーニングシステムについて

●忙しいお客様にかわりまして、当社のルートスタッフが週に２～３回
　（月水金コース・火木土コース）の隔日でお伺い致します。
●お客様との打ち合わせにより、お伺いする回数は１～３回から選べます。
●当日お預かりした品物は、次回の集配日にお届け致します。
　（シミ抜き、再洗い、補修など遅れる場合があります。）
●前日までにご連絡頂ければ、急な集配にも対応致します。

集配システム
当社のルートスタッフが
元気にお客様の品物を運んでおります。
気軽にお声をかけてください。

役　　　員／代表取締役　菅田　貴人　　取締役　芝田　政樹

　　　　　　他４名

従　業　員／30名

取 引 銀 行／水戸信用金庫・常陽銀行・筑波銀行・三菱UFJ銀
行

主要取引先／外食産業関連・ゴルフ場・病院・ホテル・精密工
場・車整備工場等・食品工場

所 属 団 体／茨城県クリーニング組合
　　　　　　水戸商工会議所会員
　　　　　　茨城県司厨士協会会員



リネン最新機

※予算・条件等で、サプライ・レンタ
ルが厳しい場合は、お客様の所
有品を洗う「クリーニングのみ」
のサービスも行っています。　東関ユニフォームは、㈱ユニマットライフ社のグルー

プ会社です。生活のあらゆるシーンに「ゆとりとやすら
ぎ」をお届けすることを理念とし、セカンドプレイス（オ
フィス）からファーストプレイス（家庭）へと事業拡大を
図っております。オフィスで飲む一杯のコーヒーから、住
まいのリフォームまで、さまざまなシーンで「ゆとりとや
すらぎ」をご提供しています。

ユニマットグループは
「ゆとりとやすらぎ」を

提供する総合サービス業です

主なサービスのご案内

ユニフォームをトータルにバックアップ！　働く人々の笑顔に
　昭和60年の創業以来、当社では“社会への貢献”を経営理念に、クリーニング集配だけではなく、レンタ
ルクリーニング、リース、ユニフォームの販売等、お客様のご要望に合わせたユニフォームの総合業務を
行っております。
　ここ数年来、時代の変容は著しく、各分野の大企業から中小企業にいたるまで、被服費や消耗品費等経費
の割合が増え、経費削減が叫ばれる中、当社が行っているユニフォームのレンタルは経費削減の合理化に大
きく貢献しているものと確信致しております。

　各企業の経営戦略の多様化、個性化の一途をたどる今
日、お客様のさまざまなご要望にも、お応えしてまいる所
存です。
　従業員一同全力を尽くしてまいりますので、今後とも一
層のご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。

有限会社　東関ユニフォーム

　もちろんお客様所有のユニフォームもクリーニング致します。
　個々で洗濯すると、ユニフォームの清潔さに個人差ができてし
まい、会社や店舗のイメージを損なう可能性ができてしまいま
す。しかし、同じところでクリーニングをすれば、統一感や清潔
感があり、イメージアップに繋がります。
　クリーニング料金については、商品によって金額が異なります
ので、別途お見積り致します。

クリーニング

　クリーニングだけでなく、各種白衣、事務服、作業着、靴の販売も承っております。レンタル契約が組めない品物、
元々持っていた品物の経年劣化や追加でご購入を検討しているものなど、当社にご相談下さい。

販売

　ユニフォームの直接仕入れと自社工場でのクリーニングを行う当社だからこそご提供できるシステム
　企業が購入し、それを従業員に貸与し、各自が管理するというのは、いまや古い固定観念となっています。ユニフォーム
を自社で購入、クリーニングするのではなく、当社とレンタル契約を結んでいただくことにより、経費削減につながり、在
庫リスク、在庫管理の手間を省きます。アフターケアは、当社にすべてお任せ下さい。
※レンタルクリーニング料金については、別途ご説明致します

レンタルクリーニング

　お客様が要望する商品（主にホテルなどの宿泊施設のリネン類や、ゴル
フ場、スポーツクラブのタオルなど）をサプライヤーが貸出し、さら定期
集配により使用し汚れた商品を回収・洗濯(生産)し、納品する｢貸出・集
配・洗濯｣のことを指します。

リネンサプライ

・厨房白衣関連一式
・レストランフロア
・テーブルクロス
・タオル
・その他

●ご要望のあったカタログを発送または営業が直接お届けして、お客様
　の不明な点など丁寧にご説明いたします。
●お客様からご依頼のありました見積書をご用意いたします。
（サンプルも可）
●ご注文～納品までは、１週間程度です。（在庫切れの場合を除きます。）
　※但し、規格外サイズ別注品については40日程度かかります。
●追加注文にも随時対応させていただきます。
●別料金でお直し・プリントや刺繍もお入れいたします。

レンタルクリーニングのメリット

●事前に打ち合わせを致しまして、お客様の予算に合わせた必要な人数分の着数一式ご用意
しますので、お客様の制服購入費が￥０からスタートできます。
●ネームもお入れして個人別に貸与致しますので、顧客管理も致します。
●新入社員分も電話一本で対応致します。
●決まった曜日に定期的にお伺いし、回収、クリーニング、納品致します。
●補修、消耗交換はもちろん、サイズ変更等も無償で行います。
●料金は月極となっており、請求時に明細を同封致しますので、毎月ご確認いただけます。

リネンサプライ導入のメリット

●リネン類の購入コストや、在庫スペースが削減されます。そのた
め、充実した業務や設備投資への資金運用が可能となります。
●リネン購入や交換、補充、クリーニング、補修や保守などは全て、
当社が行うため、ご契約者様はこれらの業務に関わる負担を大幅に
軽減できます。
●当社は、工場施設における機械設備の適切な配置し、国家資格であ
るクリーニング師を各工場に配置のもと、衛生的で適正な処理を徹
底しています。

レンタル
取扱品目

・白衣全般
・食品工場無塵衣
・作業服
・防寒着　
・制服各種
　事務服、フロント、レストラン等のサービス業
・テーブルクロス
・タオル
・シーツ
・靴
　安全靴、厨房用シューズ、長靴等　
・ヘルメット
・マット
・その他

販売
取扱品目

　コーヒーメーカー、給
茶機、ウォーターサー
バーなどお客様のご要望
にお応えし、お好みの飲
料を提供し、忙しい毎日
の休息時間をお届けして
います。

オフィスコーヒーサービス

　大型機から家庭用小型
機まで多彩なラインナッ
プで、オフィスの新設や
仮設事務所などの新規設
置はもちろん、入れ替
え、撤去も行います。

エアコン入れ替え工事

　空間全体をバランスよ
く空気洗浄することで、
より効率よく快適な空間
へ。全体の規模や人数、
予算に応じて最適な空間
設備をご提案します。

加湿・空気清浄機／エアコン用品

　オフィス内の日常清掃
から定期清掃・スポット
清掃まで、環境にやさし
い洗浄剤を使って、掃除
のゆき届いた清潔なオ
フィス空間をつくりま
す。

オフィスクリーニング

　ホコリ取り用から油汚
れ用まで多彩なライン
ナップから用途やスペー
スに合わせて選べ、手間
いらずでいつも清潔な
マットがご利用になれま
す。

レンタルマット
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感があり、イメージアップに繋がります。
　クリーニング料金については、商品によって金額が異なります
ので、別途お見積り致します。

クリーニング

　クリーニングだけでなく、各種白衣、事務服、作業着、靴の販売も承っております。レンタル契約が組めない品物、
元々持っていた品物の経年劣化や追加でご購入を検討しているものなど、当社にご相談下さい。

販売

　ユニフォームの直接仕入れと自社工場でのクリーニングを行う当社だからこそご提供できるシステム
　企業が購入し、それを従業員に貸与し、各自が管理するというのは、いまや古い固定観念となっています。ユニフォーム
を自社で購入、クリーニングするのではなく、当社とレンタル契約を結んでいただくことにより、経費削減につながり、在
庫リスク、在庫管理の手間を省きます。アフターケアは、当社にすべてお任せ下さい。
※レンタルクリーニング料金については、別途ご説明致します

レンタルクリーニング

　お客様が要望する商品（主にホテルなどの宿泊施設のリネン類や、ゴル
フ場、スポーツクラブのタオルなど）をサプライヤーが貸出し、さら定期
集配により使用し汚れた商品を回収・洗濯(生産)し、納品する｢貸出・集
配・洗濯｣のことを指します。

リネンサプライ

・厨房白衣関連一式
・レストランフロア
・テーブルクロス
・タオル
・その他

●ご要望のあったカタログを発送または営業が直接お届けして、お客様
　の不明な点など丁寧にご説明いたします。
●お客様からご依頼のありました見積書をご用意いたします。
（サンプルも可）
●ご注文～納品までは、１週間程度です。（在庫切れの場合を除きます。）
　※但し、規格外サイズ別注品については40日程度かかります。
●追加注文にも随時対応させていただきます。
●別料金でお直し・プリントや刺繍もお入れいたします。

レンタルクリーニングのメリット

●事前に打ち合わせを致しまして、お客様の予算に合わせた必要な人数分の着数一式ご用意
しますので、お客様の制服購入費が￥０からスタートできます。
●ネームもお入れして個人別に貸与致しますので、顧客管理も致します。
●新入社員分も電話一本で対応致します。
●決まった曜日に定期的にお伺いし、回収、クリーニング、納品致します。
●補修、消耗交換はもちろん、サイズ変更等も無償で行います。
●料金は月極となっており、請求時に明細を同封致しますので、毎月ご確認いただけます。

リネンサプライ導入のメリット

●リネン類の購入コストや、在庫スペースが削減されます。そのた
め、充実した業務や設備投資への資金運用が可能となります。
●リネン購入や交換、補充、クリーニング、補修や保守などは全て、
当社が行うため、ご契約者様はこれらの業務に関わる負担を大幅に
軽減できます。
●当社は、工場施設における機械設備の適切な配置し、国家資格であ
るクリーニング師を各工場に配置のもと、衛生的で適正な処理を徹
底しています。

レンタル
取扱品目

・白衣全般
・食品工場無塵衣
・作業服
・防寒着　
・制服各種
　事務服、フロント、レストラン等のサービス業
・テーブルクロス
・タオル
・シーツ
・靴
　安全靴、厨房用シューズ、長靴等　
・ヘルメット
・マット
・その他

販売
取扱品目

　コーヒーメーカー、給
茶機、ウォーターサー
バーなどお客様のご要望
にお応えし、お好みの飲
料を提供し、忙しい毎日
の休息時間をお届けして
います。

オフィスコーヒーサービス

　大型機から家庭用小型
機まで多彩なラインナッ
プで、オフィスの新設や
仮設事務所などの新規設
置はもちろん、入れ替
え、撤去も行います。

エアコン入れ替え工事

　空間全体をバランスよ
く空気洗浄することで、
より効率よく快適な空間
へ。全体の規模や人数、
予算に応じて最適な空間
設備をご提案します。

加湿・空気清浄機／エアコン用品

　オフィス内の日常清掃
から定期清掃・スポット
清掃まで、環境にやさし
い洗浄剤を使って、掃除
のゆき届いた清潔なオ
フィス空間をつくりま
す。

オフィスクリーニング

　ホコリ取り用から油汚
れ用まで多彩なライン
ナップから用途やスペー
スに合わせて選べ、手間
いらずでいつも清潔な
マットがご利用になれま
す。

レンタルマット
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有限会社東関ユニフォーム

本社工場／〒310-0844　茨城県水戸市住吉町88-4　TEL：029（２４８）5888　FAX：029（248）5775
鉾田工場／〒311-1502　茨城県鉾田市大戸591
ホームページ：http://www.toukan-u.com　　　e-mail：info@toukan-u.com

商　　　号／有限会社　東関ユニフォーム

設　　　立／昭和60年5月

資　本　金／300万円

本社所在地／〒310-0844　茨城県水戸市住吉町88-4

水 戸 工 場／〒310-0844　茨城県水戸市住吉町88-4
　　　　　　TEL：029-248-5888　FAX：029-248-5775

鉾 田 工 場／〒311-1502　茨城県鉾田市大戸591

事 業 内 容／◆各種クリーニング及び集配
　　　　　　　（茨城県内全域エリア）（福島県一部エリア）
　　　　　　◆各職域ユニフォームの販売・リース

（事務服・作業服・白衣各種・サービスウエ
アー・タオル・テーブルクロス・シューズ等）

　　　　　　◆レンタルクリーニング
（白衣・帽子・前掛・調理衣・テーブルクロス・
タオル等）

主要仕入先／サーヴォ・ボンマックス・自重堂・チトセ・共栄
織物・アイトス・トムス・カーシーカシマ・ジョ
ア・フォーク・ホウエイ・アベイチ　他

会社概要

　お客様よりお預かりしました品物は、水戸市と鉾田市にある自社２工場にて検品、種類別に分類してク
リーニング致します。各種ユニフォーム、白衣等調理着、作業着、テーブルクロス、タオル、シーツ、ドラ
イクリーニング等をお預かりして最短で翌々日の集配にお届けいたします。
　特殊な品物（着物・ブランド品・革製品等）については、料金・時間がかかる場合がございますので、別途
ご連絡致します。当社では、来店していただくのではなく、ルートスタッフが週２～３回（隔日）配達で回る
集配システムを採用しております。

当社クリーニングシステムについて

●忙しいお客様にかわりまして、当社のルートスタッフが週に２～３回
　（月水金コース・火木土コース）の隔日でお伺い致します。
●お客様との打ち合わせにより、お伺いする回数は１～３回から選べます。
●当日お預かりした品物は、次回の集配日にお届け致します。
　（シミ抜き、再洗い、補修など遅れる場合があります。）
●前日までにご連絡頂ければ、急な集配にも対応致します。

集配システム
当社のルートスタッフが
元気にお客様の品物を運んでおります。
気軽にお声をかけてください。

役　　　員／代表取締役　菅田　貴人　　取締役　芝田　政樹

　　　　　　他４名

従　業　員／30名

取 引 銀 行／水戸信用金庫・常陽銀行・筑波銀行・三菱UFJ銀
行

主要取引先／外食産業関連・ゴルフ場・病院・ホテル・精密工
場・車整備工場等・食品工場

所 属 団 体／茨城県クリーニング組合
　　　　　　水戸商工会議所会員
　　　　　　茨城県司厨士協会会員
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