
店舗名 住所 電話番号
<茨城県>
クリーニング専科　千代田店 かすみがうら市下稲吉２６３２－３ 0299-59-7929
クリーニング専科　稲吉店 かすみがうら市新治１８３２番８０ 0299-57-6929
クリーニング専科　みらい平店 つくばみらい市陽光台１丁目１４－１ 0297-58-9298
クリーニング専科　つくば花室店 つくば市花園２１－１５ 029-886-3929
クリーニング専科　みどりの店 つくば市花島新田北原５－６ 029-839-0929
クリーニング専科　研究学園店 つくば市研究学園南Ｅ１０９街区１ 029-869-9298
クリーニング専科　テクノパーク桜店 つくば市桜２丁目３８－１２　中村テナント 029-863-5929
クリーニング専科　春日３丁目店 つくば市春日３丁目１９－１５ 029-849-3929
クリーニング専科　大穂店 つくば市筑穂１丁目１６－１　ＮＴビル１Ｆ 029-864-6570
クリーニング専科　つくば並木店 つくば市並木３丁目２５－２ 029-886-9296
クリーニング専科　北神敷台店 ひたちなか市北神敷台６－２ 029-264-4929
クリーニング専科　佐和店 ひたちなか市高場８２７ 029-285-9291
クリーニング専科　市毛店 ひたちなか市市毛１０７９ 029-276-1929
クリーニング専科　長堀店 ひたちなか市長堀町３丁目１１－２ 029-271-3929
クリーニング専科　東石川店 ひたちなか市東石川２６１１－３２ 029-272-8929
クリーニング専科　東大島店 ひたちなか市東大島３丁目２１－３ 029-276-0929
クリーニング専科　常陸太田店 常陸太田市金井町２９２３－２ 0294-72-9929
クリーニング専科　常陸大宮店 常陸大宮市上町８５８－３ 0295-52-0929
クリーニング専科　東海駅西口店 那珂郡東海村舟石川駅西２－６－１０ 029-283-3929
クリーニング専科　東海店 那珂郡東海村舟石川８２１－４２ 029-287-3929
クリーニング専科　那珂ひばりヶ丘店 那珂市菅谷６６３－９９ 029-353-0929
クリーニング専科　那珂菅谷店 那珂市菅谷１４９１－３１８　石崎ビル　１Ｆ 029-353-1929
クリーニング専科　江戸崎店 稲敷市江戸崎甲２１４６－３ 029-893-0929
クリーニング専科　阿見店 稲敷郡阿見町岡崎３－１７－１０ 029-887-9296
クリーニング専科　八千代店 結城郡八千代町菅谷６３７－３ 0296-49-3119
クリーニング専科　茨城町店 東茨城郡茨城町奥谷７４－１ 029-292-9296
クリーニング専科　茨城町前田店 東茨城郡茨城町前田１７０７－２８１ 029-219-0510
クリーニング専科　城里店 東茨城郡城里町那珂西字西大堀２６２８－５ 029-288-7929
クリーニング専科　大洗店 東茨城郡大洗町桜道７５ 029-267-1929
クリーニング専科　下妻店 下妻市小野子町乙５０７－８ 0296-44-7844
クリーニング専科　友部旭町店 笠間市旭町西原２５３－９ 0296-78-4929
クリーニング専科　笠間店 笠間市寺崎１－１　笠間アクロスプラザ 0296-70-0929
クリーニング専科　八雲店 笠間市八雲２丁目１０５８－２０８ 0296-71-2929
クリーニング専科　ひたち野うしく店 牛久市ひたち野東５丁目８－３　テナントＡ 029-875-9295
クリーニング専科　牛久南店 牛久市南３丁目１２－１ 029-879-9292
クリーニング専科　玉造店 行方市玉造甲１８２５－１ 0299-35-6929
クリーニング専科　岩井店 坂東市岩井２８８７－１ 0297-36-3929
クリーニング専科　猿島店 坂東市沓掛４３４８ 0297-44-0929
クリーニング専科　真壁店 桜川市真壁町飯塚１００２－１ 0296-23-9929
クリーニング専科　鹿嶋西店 鹿嶋市宮中字片岡１８２－１ 0299-82-1929
クリーニング専科　鹿嶋店 鹿嶋市鉢形台１丁目４－３ 0299-84-6966
クリーニング専科　米ノ井店 取手市米ノ井辻田１４３－１５ 0297-78-5711
クリーニング専科　西取手店 取手市本郷１丁目１４－１１ 0297-73-2321
クリーニング専科　守谷ひがし野店 守谷市ひがし野２丁目１　ブランズシティ守谷１Ｆ 0297-44-7716
クリーニング専科　久保ヶ丘店 守谷市久保ヶ丘４丁目１７－３ 0297-45-8929
クリーニング専科　松ヶ丘店 守谷市松ヶ丘３丁目２－９ 0297-46-2929
クリーニング専科　羽鳥店 小美玉市羽鳥２７２７－６ 0299-46-5813
クリーニング専科　ピアシティ小川店 小美玉市中延２２８４ 0299-58-6677
クリーニング専科　石下店 常総市本石下４３３２－１ 0297-42-0100
クリーニング専科　波崎店 神栖市波崎６４８７－３ 0479-44-8390
クリーニング専科　神栖店 神栖市平泉字東町田２－６０ 0299-92-8929
クリーニング専科　笠原店 水戸市笠原町９７５－１０ 029-833-1929
クリーニング専科　見和店 水戸市見和１丁目３１１－６　見和スクエア１Ｆ 029-253-3929
クリーニング専科　元吉田中央店 水戸市元吉田町１６７３－２ 029-246-9929
クリーニング専科　水戸住吉店 水戸市住吉町９１－８ 029-304-1929
クリーニング専科　上水戸店 水戸市上水戸２丁目９－３ 029-254-9288
クリーニング専科　千波緑岡店 水戸市千波町１７４４－１７　山本ビル１０２ 029-243-9297
クリーニング専科　文化センター入口店 水戸市中央２丁目４－１７ 029-231-0929
クリーニング専科　渡里店 水戸市渡里町２６５３ 029-224-3929
クリーニング専科　内原店 水戸市内原８４１ 029-259-7770
クリーニング専科　赤塚駅南口店 水戸市姫子２丁目３３　Ｇコート南赤塚１Ｆ 029-350-8929
クリーニング専科　水戸浜田店 水戸市本町３丁目２３－２０ 029-291-4929
クリーニング専科　八郷下林店 石岡市下林３２１ 0299-44-1162
クリーニング専科　八郷カスミ店 石岡市柿岡５６８６ 0299-43-3929
クリーニング専科　セイブ若松店 石岡市若宮３丁目３－３７ 0299-24-0993



クリーニング専科　東石岡店 石岡市東石岡４丁目１０－３６ 0299-26-9296
クリーニング専科　潮来曲松店 潮来市曲松２７４５ 0299-94-3929
クリーニング専科　桜ヶ丘店 土浦市桜ケ丘１４－３０ 029-835-9295
クリーニング専科　西根西店 土浦市西根西１丁目１０－３ 029-841-4929
クリーニング専科　中高津店 土浦市中高津店２－４－１２ 029-827-1929
クリーニング専科　土浦北インター店 土浦市都和３丁目４０５２－２ 029-879-9294
クリーニング専科　東崎店 土浦市東崎１２－６ 029-823-6929
クリーニング専科　鉾田舟木店 鉾田市舟木１７３－２ 0291-34-3929
クリーニング専科　新鉾田店 鉾田市新鉾田１丁目５－４ 0291-33-6929
クリーニング専科　鉾田店 鉾田市鉾田１１３－１ 0291-33-4455
クリーニング専科　龍ヶ崎久保台店 龍ヶ崎市久保台４丁目１－８ 0297-85-4929
クリーニング専科　光順田店 龍ヶ崎市光順田１６９８－１ 0297-63-7929
クリーニング専科　高萩安良川店 高萩市安良川１６３－１４ 0293-20-7929
クリーニング専科　水木店 日立市水木町２丁目７－２１ 0294-54-2773
クリーニング専科　諏訪五差路店 日立市鮎川町２丁目－１ 0294-35-3929
クリーニング専科　日立本宮店 日立市本宮町４丁目１－１０水庭ビル１F 0294-21-6244
クリーニング専科　川尻店 日立市川尻町５丁目３６－２７ 0294-43-1929
クリーニング専科　大みか店 日立市大みか町６丁目４－３０　１０１号室 0294-54-0929
クリーニング専科　会瀬店 日立市会瀬町２－２０－１３ 0294-29-6629

<群馬県>
クリーニング専科　伊勢崎末広店 伊勢崎市末広町１６５－５ 0270-75-1929
クリーニング専科　伊勢崎茂呂店 伊勢崎市茂呂町２丁目２８１２－１ 0270-61-6929
クリーニング専科　伊勢崎工場店 伊勢崎市連取町１８７１－１ 0270-27-5929
クリーニング専科　伊勢崎連取店 伊勢崎市連取町３０３８－２ 0270-61-9929
クリーニング専科　太田西本町店 太田市西本町５８－６ 0276-32-9297
クリーニング専科　太田飯塚店 太田市飯塚町１０２６－２ 0276-46-9297
クリーニング専科　館林緑町店 館林市緑町２丁目２４－１ 0276-57-6929

<千葉県>
クリーニング専科　カスミ茂原東郷店 茂原市谷本２１２２ 0475-47-4929
クリーニング専科　茂原東部台店 茂原市東部台２丁目１－１ 0475-25-2484
クリーニング専科　茂原内長谷店 茂原市内長谷川向野中４２５－３ 0475-27-8929
クリーニング専科　茂原八千代店 茂原市八千代１丁目９－１７ 0475-25-7077
クリーニング専科　茂原本納店 茂原市本納外川戸３３４６－１ 0475-34-1929
クリーニング専科　東庄店 香取郡東庄町笹川い５７８ 0478-86-0929
クリーニング専科　小仲台８丁目店 千葉市稲毛区小仲台８丁目１８－２ 043-441-6929
クリーニング専科　稲毛長沼店 千葉市稲毛区長沼町３１３－１ 043-441-3222
クリーニング専科　みつわ台大通り店 千葉市若葉区みつわ台４丁目１６－２ 043-216-4929
クリーニング専科　千城台西店 千葉市若葉区千城台西１丁目３９－７ 043-290-9929
クリーニング専科　都賀１丁目店 千葉市若葉区都賀１丁目１９－３ 043-308-3399
クリーニング専科　蘇我店 千葉市中央区蘇我２丁目２４ 043-308-9829
クリーニング専科　高洲店 千葉市美浜区高洲１丁目１２－１０ 043-445-7929
クリーニング専科　千葉あすみが丘店 千葉市緑区あすみが丘７丁目５－１ 043-310-4138
クリーニング専科　四街道鹿渡店 四街道市鹿渡１１３４－６　アラン・ヴェール 043-488-6969
クリーニング専科　四街道大日店 四街道市大日緑ケ丘４３１－３ 043-309-6555
クリーニング専科　ちはら台店 市原市ちはら台南２丁目２９－８ 0436-40-5929
クリーニング専科　市原古市場店 市原市古市場２９６－１ 0436-63-6737
クリーニング専科　平成通り店 市原市五井東３丁目４８－１　平成通り沿い 0436-67-1929
クリーニング専科　姉崎店 市原市姉崎２０６０ 0436-63-6625
クリーニング専科　西国分寺台 市原市西国分寺台１丁目１６ 0436-26-9295
クリーニング専科　白金店 市原市白金町４丁目２５－１ 0436-20-9929
クリーニング専科　小見川店 香取市小見川８１１ 0478-83-9929
クリーニング専科　佐原店 香取市北２丁目１２－８ 0478-52-2737
クリーニング専科　ピアシティ　八街店 八街市八街に２５２－６ 043-440-7929
クリーニング専科　東金家之子店 東金市家之子４５４－２ 0475-71-2292
クリーニング専科　東金上宿店 東金市東金２５５－１ 0475-50-0929
クリーニング専科　東金店 東金市東新宿１－９－１０ 0475-54-0929
クリーニング専科　ベイシア大網白里店 大網白里市大網２７３－２ 0475-70-8929
クリーニング専科　大網増穂店 大網白里市富田２１３７ 0475-70-9290
クリーニング専科　成東店 山武市成東９９－１ 0475-82-1929

<埼玉県>
クリーニング専科　本庄見福店 本庄市見福４丁目９－７ 0495-71-9929
クリーニング専科　上里店 児玉郡上里町七本木２０３９－２ 0495-23-9299
クリーニング専科　深谷上柴東店 深谷市上柴町東５丁目５－１９ 048-594-9294



<栃木県>
クリーニング専科　おもちゃのまち店 下都賀郡壬生町若草町１－３９ 0282-21-8929
クリーニング専科　野木丸林店 下都賀郡野木町丸林５６０－２ 0280-23-5929
クリーニング専科　上三川店 河内郡上三川町上三川４３５７－１ 0285-38-9294
クリーニング専科　西幸町店 那須塩原市西幸町２－１８ 0287-36-1551
クリーニング専科　足利山川店 足利市山川町９７－１２ 0284-64-9291
クリーニング専科　足利大前店 足利市大前町９６０－１ 0284-63-2929
クリーニング専科　足利朝倉店 足利市朝倉町３丁目３－１１ 0284-73-5397
クリーニング専科　足利福居店 足利市福居町３８－１ 0284-71-7929
クリーニング専科　足利本城店 足利市本城１丁目１４５１－１ 0284-64-8929
クリーニング専科　雀宮店 宇都宮市茂原１丁目１１９２ 028-678-9295
クリーニング専科　真岡熊倉店 真岡市熊倉１丁目１－１ 0285-81-3929
クリーニング専科　真岡台町店 真岡市台町２８５５－５ 0285-81-1929
クリーニング専科　小山東間々田店 小山市東間々田３丁目２－１５　ヴィクトリア３ 0285-45-5221

<福島県>
クリーニング専科　五月店 福島市五月町１－１７ 024-522-9290
クリーニング専科　森合店 福島市森合北向１２－３ 024-557-9290
クリーニング専科　渡利工場店 福島市渡利舟場７２－１ 024-522-6003
クリーニング専科　南矢野目店 福島市南矢野目道下３０－１　セントラルタウン　１Ｆ 024-558-3929
クリーニング専科　八木田店 福島市八木田井戸上１０１－１ 024-539-5889
クリーニング専科　浜田店 福島市浜田町１２－１４ 024-526-1929
クリーニング専科　二本松店 二本松市若宮２丁目８４－１ 0243-22-6929
クリーニング専科　保原店 伊達市保原町前田町１－１ 024-597-7929
クリーニング専科　安積店 郡山市安積町長久保１丁目４－４ 024-946-4929
クリーニング専科　菜根店 郡山市菜根１丁目２２－３ 024-933-8868
クリーニング専科　若葉店 郡山市若葉町１０－１８ 024-933-7966
クリ－ニング専科　堤店 郡山市堤３丁目１８４ 024-951-8692
クリ－ニング専科　平店 いわき市平６丁目７－２ 0246-22-3955
クリ－ニング専科　谷川瀬店 いわき市平谷川瀬字三九町４３－１ 0246-35-5188
クリ－ニング専科　小名浜店 いわき市小名浜花畑町１２－１７寿ビル１F 0246-92-3135
クリ－ニング専科　湯本店 いわき市常磐下湯長谷町シザ７２－１－５ 0246-43-6461
クリ－ニング専科　泉店 いわき市泉町滝尻字折返６ 0246-56-0327
クリ－ニング専科　いわき中央台店 いわき市中央台飯野３丁目３８－５ 0246-29-2734
クリ－ニング専科　錦店 いわき市錦町江栗２丁目３３－１ 0246-77-1008
クリ－ニング専科　小名浜大原店 いわき市小名浜大原字東田４４ 0246-68-8786

<長野県>
クリーニング専科　小諸東店 小諸市御幸町２丁目３－９ 0267-31-0660


