
0All rights reserved WHITEPLUS , inc.              

株式会社ホワイトプラス
2021/02

リネットクリーニング
〜自宅にいたままクリーニング〜



弊社のサービスラインナップ
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自宅にいたままクリーニング「リネット」

衣類のネット完結型のクリーニングサービスです。
WEBやアプリから注文し、配送員にお洋服を預けるだけでOK。
自宅にいたままクリーニングが完了します。
対面でお話しできないからこそ、シミ抜きや毛玉取り無料で行い、
手厚いアフターケアサービスをご用意。朝6時〜夜24時まで預けて受け
取れるなど、利便性も抜群です。
2019年度グッドデザイン賞受賞。

クリーニング×保管「リネット PREMIUM CLOAK」

保管がついた、衣類のネット完結型のクリーニングサービスです。
冬物や夏物などのシーズンオフの衣類をクリーニングし、
専用の保管ルームで最大8ヶ月間お預かりします。
保管ルームは、温度20℃、湿度60%以下を保った、
アパレルメーカーと同水準の衣類の保管に最適な環境です。



弊社のサービスラインナップ
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ふとんの自宅にいたままクリーニング「ふとんリネット」

布団のネット完結型のクリーニングサービスです。
大型の洗濯機とたっぷりの水で丸洗いすることで、布団クリーナーでは
取り除けない、汚れやダニを洗い流します。
しっかりと乾燥させるので、中の羽がふんわりと立ち上がり布団全体が
ふわふわで、肌触りがやさしい仕上がりになります。

くつの自宅にいたままクリーニング「くつリネット」

大切な靴を一足ずつ洗浄・ケアする靴のネット完結型のクリーニングサ
ービスです。熟練の職人がいる工房で一足ずつ丁寧に洗浄し、拭き上げ
や補色、ブラッシングなど、靴の素材に合わせて丁寧にケアをして新品
のような状態に仕上げます。
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1.ご利用頻度ごとにのおすすめサービス
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# お客様属性

年2回以上。日常的にクリーニングされるお客様



1.ご利用頻度ごとにのおすすめサービス
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# お客様属性

年に1、2回程度。衣替え時期のみクリーニングされるお客様



1.ご利用頻度ごとにのおすすめサービス
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リネット
※年2回以上ご利用

リネットPREMIUM CLOAK
※年1、2回程度ご利用

特徴

ユーザ
ニーズ

利用者属性

料金体系

日常づかいのお気に入りのお洋服を
自宅にいたたままクリーニング

衣替えシーズンにまとめて
クリーニング&アパレル環境で保管

街のクリーニング店舗と同価格帯で
1点ずつだせる

5点、10点、15点のパック制で明確。
送料無料

・重たい荷物を持っていく/取りに行くの
が大変
・お気に入りのお洋服だからいつでも
新品同様な着心地で着たい
・店舗の仕上がりがいまいち

・おうちに保管スペースがなくお部屋をスッ
キリしたい

・お洋服に最適な環境で保管＆ケア大切なお
洋服を長く着つづけたい

・汗じみなどを防止し、長く着られる状態を
保ちたい

・お洋服にこだわりをもっている方
・クリーニングに行く暇がない方
・定期的に衣類をメンテナンスし
長く大切に着続けたい方

・おうちのスペースを有効活用したい方
・お洋服にこだわりをもっている方



1.ご利用頻度ごとにのおすすめサービス
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・おうちに保管スペースがなくお部屋をスッキリしたい
・自宅の湿度管理が良くなく衣類に適した環境じゃない
・そもそも衣類の適切な環境、保管方法がよくわからない
・保管していたらお洋服に汗じみを作ってしまうことがある

・保管している間に適切なケアをプロにお任せし、次の
シーズンで着心地の良いお洋服を着たい
・いつか着るであろう冠婚葬祭衣類や捨てられない思い出の
衣類を定期的なケアで状態良く保管したい

・定期的なクリーニングは必要ないが、長く着つづけら
れる状態で衣類を保管したい

・定期的に利用

・重たい荷物を持っていく/取りに行くのが大変
・面倒な家事時間を削減し、その分自分の自由時間にしたい
・お気に入りのお洋服だからいつでも新品同様な
着心地で着たい
・突然の冠婚葬祭に突発的なクリーニングが必要
・店舗の仕上がりがいまいち

リネット※年2回以上ご利用

PREMIUM CLOAK※年1、2回程度ご利用 衣替え時期にあわせて適切なケアをおすすめ！

日常づかいの方におすすめ！
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リネットの会員数推移
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おかげさまで！



2.自宅にいたままクリーニング「リネット」

All rights reserved WHITEPLUS , inc.              11



2.自宅にいたままクリーニング「リネット」
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リネットは、そういったお悩みを解消！ネットで簡単に申し込め
る新しい形のネット完結型のクリーニングサービスです！



2.自宅にいたままクリーニング「リネット」
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しかも、街のクリーニング店舗と

同価格帯で利用できる！



店舗との比較
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大手クリーニング店舗
A社（税抜き）

ワイシャツ 350円

ブラウス 600円

背広 1,900円

Ｔシャツ 600円

ダウンコート 3,700円

ワイシャツ 220円

ブラウス 350円

背広 1,200円

Ｔシャツ -

ダウンコート 2,600円

ワイシャツ 290円

ブラウス 550円

背広 1,610円

Ｔシャツ 410円

ダウンコート 3,150円

大手クリーニング店舗
B社（税抜き）

リネット（税抜き）

大手クリーニング店舗と
比較しても変わらない価格帯！



送料
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プレミアム会員になれば、

送料もおトクにつかえます！



送料
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初回は何点出しても送料無料
2回目以降は2021年4月1日より

送料無料条件が引き下げになります

さらに、プレミアム会員費は初月＆翌月無料

※送料無料条件が2,400円（クリーニング代金）→ 1,900円となります

※クリーニング料金全品30% OFF 特典は2021年3月31日で終了となります



リネットが選ばれる３つの理由1 使いやすさ
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便利そうだけど
使い方は難しくないの？？



リネットが選ばれる３つの理由1 使いやすさ
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使い方は4ステップだから

簡単！！



リネットが選ばれる３つの理由1 使いやすさ
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リネットが選ばれる３つの理由1 使いやすさ
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※東京都23区ほか一部エリア限定

※Pはプレミアム会員様のみ



リネットが選ばれる３つの理由2 品質
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店舗のコストがかからない分、
品質や料金に還元。

キレイ満足度97.3％

※2018年6～8月お客様アンケートでキレイになったと回答された割合



リネットが選ばれる３つの理由2 品質
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※Pはプレミアム会員様のみ



リネットが選ばれる３つの理由3 安心サポート
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ネットクリーニングだからこそ、
店舗よりも安心を手厚く。

再仕上げ無料、
全額返金、100％補償

※一部プレミアム会員様のみ
https://www.lenet.jp/guide/premium/safety/



リネットが選ばれる３つの理由3 安心サポート
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※Pはプレミアム会員様のみ



2.自宅にいたままクリーニング「リネット」
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だから満足度調査で5冠達成！



2.自宅にいたままクリーニング「リネット」
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プレミアム会員様には
リネットの品質・利便性・安心の
メリットをより感じていただける
特典をご用意しています！



会員制のサブスクリプションモデル
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3.リネット PREMIUM CLOAK（保管サービス）
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衣替えなど季節ごとにご支持いただいている

リネットPREMIUM CLOAK

とは？



3.リネット PREMIUM CLOAK（保管サービス）
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3.リネット PREMIUM CLOAK（保管サービス）
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サービス特徴
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サービス特徴
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サービス特徴
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サービス特徴
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サービス特徴
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サービス特徴
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サービス特徴

All rights reserved WHITEPLUS , inc.              38



サービス特徴
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サービス特徴



保管サービス比較
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リネットPREMIUM CLOAK

と
他社保管サービスとの違い



保管サービス比較
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店名 リネットPREMIUM CLOAK 大手A社 大手B社

料金プラン 定額パック 定額パック 定額パック

料金
（税抜き）

5点パック ￥7,800

10点パック ￥11,800

15点パック ￥17,600

5点コース 8,550円
10点コース 11,700円
20点コース 19,800円

5点パック ￥7,980

10点パック ￥10,980

15点パック ￥13,980

送料 無料 無料 無料

無料オプション

シミ抜き/汗抜き
毛玉取り/毛取り
水洗い全品柔らか加工
ドライ全品リファイン加工
ワイシャツ防菌消臭加工
ダブルチェック

毛玉取り
しみ抜き
ボタン修理
再仕上

毛玉取り/毛取り
しみ抜き
ボタン修理
再仕上

保管サービス 最大8ヵ月 最大12ヵ月 最大11ヵ月

保管環境
アパレル水準の最適な環境
（20℃/60％）

広くて湿度や温度管理も
万全な保管倉庫

衣類専用の倉庫

支払方法

クレジットカード
代金引換

クレジットカード
代金引換
後払い決済

後払い決済

「はじめて」保管付きネット完結型のクリーニングを利用する方には
業界最大手のリネットプレミアムクローク！

手頃！

充実！

高品質！
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4.リネットお客様満足度97%の理由
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お客様の声



4.リネットお客様満足度97%の理由
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4.リネットお客様満足度97%の理由

All rights reserved WHITEPLUS , inc.              46



4.リネットお客様満足度97%の理由
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各種メディア様からの紹介実績



取り組み実績
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リネットの品質が評価され、アパレルブランドの
アフターケアとしてもご利用いただく



受賞実績
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国際テキスタイルケア連盟主催の
「Global Best Practices Awards 2020」にて入賞



受賞実績
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2019 GOOD DESIGN賞を受賞



受賞実績
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日本サブスクリプションビジネス大賞2019

「Paidy賞」を受賞



メディア掲載実績
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サービスの新規性と利便性から、
多数のメディアに掲載



メディア掲載実績
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2020年も「Poco'ce」はじめ、
多数のメディアにも掲載されました

その他、掲載メディア
・女性誌「JJ」2020年4月号 ・スマホ・マガジン「Hot-Dog PRESS」No.276

・医師向けの会員制サイト「m3.com」 ・Web版「VOGUE GIRL」
・雑誌「クロワッサン」No. 1026 ・雑誌「すてきな奥さん2021年新春1月号」など
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素材
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インフルエンサーの素材が豊富。こちらの素材も活用可能なので
before afterの紹介もしやすい



季節ごとの変動
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普段づかいの方が多いため、比較的年中利用はありますが
特に需要が多いのは春と秋の衣替え時期です

年間のクリーニング利用者数の推移
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• 30~40代：約70％

• 女性：62％

• 子供なし家庭：61％

• 既婚者：61％

リネットのユーザー層



リネットのユーザー層 世帯構成
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リネットのユーザー層 衣類ジャンル
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集計期間2020年4月～6月

コロナ禍における生活様式の変化とともに、春はパンツ/ジャケ
ットをおさえてセーターの需要高まる



リネットを利用するユーザー像

All rights reserved WHITEPLUS , inc.              60

忙しいビシネスパーソンお子様のいる方

おしゃれ好きな女性 共働きの夫婦



訴求ポイント
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● プレミアム会員になると無料で毛玉取り、毛取り、プレミアム仕上げがつくため、
お気に入りの大切なお洋服も長く着られる
【プレミアム仕上げ】
・ワイシャツには「ワイシャツ抗菌防臭加工」
・ドライクリーニング衣類には「ドライ全品加工」
・水洗い衣類には「水洗い全品柔らか加工

● 大切なブランド品も心地よく着られる
● 服をたくさん持っていて収納に困っている人に保管サービスも合わせて訴求するのも◎

おしゃれ好きな女性

リネットは利便性だけでなく、
品質も高評価いただいているため、品質でアプローチも◎



訴求ポイント
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• 最短2日で届くので、必要なタイミングで
クリーニングできる

• 休みの日に家事をする時間を減らせる
• 「行こうとしたら店が閉まっていた…」

という事がなくなる
• 宅配に置き換えて出来た時間を有効活用できる
• クリーニング店舗に子供を連れて寄らなくていい
• 重いお洋服も簡単に出せる
• 良心的なこども服料金でお子様のお洋服も出せる

忙しいビシネスパーソン

お子様のいる方 共働きの夫婦

※一部プレミアム会員様のみ
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季節ごとの訴求方法
リネット



リネット 季節ごとの訴求方法
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花粉や静電気防止効果のある溶剤を使って仕上げるオプションサービス「贅沢手仕上げコー
ス」や「ふんわり上質仕上げ」が人気です。
自宅で洗うことが難しいアウターやニットなどのケアをおすすめしています。

1〜2月

春の衣替えの時期です。一度袖を通したものは皮脂汚れなど、目に見えない汚れがついてい
ます。そのまましまうとカビや臭いの原因になるので、クリーニングしてからの保管をおす
すめしています。収納場所にお悩みの方は、リネットPREMIUM CLOAK（保管）もおすすめ
。P28をご参考ください。

3〜5月

汗じみや臭いなどが気になる時期。オプションサービス「銀イオン抗菌防臭仕上げ」では、高
濃度の銀イオンを配合した溶剤を使っているので臭いを内と外からブロックしてくれます。
通気性を保ちながら水を弾くことができる「サラっと撥水仕上げ」も人気です。

6〜8月

秋の衣替えの時期です。夏に着ていたお洋服や、冬物のセーター、コートがよく出ます。

自宅でのケアが大変なものが多い時期ですし、意外と汗などの汚れがついてしまうので、時々
リネットでケアすると、傷みもすくなくお洋服が長持ちします。春同様、リネットPREMIUM 

CLOAK（保管）もおすすめ。P28をご参考ください。

9〜12月
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季節ごとの訴求方法
リネット

PREMIUM CLOAK



リネットPREMIUM CLOAK 季節ごとの訴求方法
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1〜2月

3〜5月

6〜8月

9〜12月

春の衣替えの時期です。冬に着ていた衣類をクリーニング＆保管をすることで、おうちの中
もスッキリ。5点～15点パックで、必要に応じて選べます。また、保管環境もアパレル水準の
最適な環境で（20℃/60％）安心してお預け出来ます。REMIUM CLOAK［luxe］では様々な
アフターケアがプラスされたワンランク上のデラックスコース。P28もご参考ください。

秋の衣替えの時期です。夏に着ていた衣類をクリーニング＆保管をすることで、おうちの中
もスッキリ。5点～15点パックで、必要に応じて選べます。また、保管環境もアパレル水準の
最適な環境で（20℃/60％）安心してお預け出来ます。REMIUM CLOAK［luxe］では様々な
アフターケアがプラスされたワンランク上のデラックスコース。P28もご参考ください。
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SEOのお役立ち情報



獲得しやすいキーワード
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地域系KW

渋谷クリーニング
港区 クリーニング

などの地域名で検索する
層に向けたKW

悩み系KW

シミ
毛玉取り

クレジットカード利用
夜遅く
品質の良い

×

クリーニング

などの何らかの
クリーニングの悩み
に対するKW

商品系KW

スーツ
ダウン
コート
スカート

×

クリーニング

などの商品名と
掛け合わせのKW


