
「Lenet FASHION CARE KIT」はパッケージをご購入いただき、ご注文していただくとお得にリネットをご利用いただ
けるチケット制クリーニングケアキットです。普段のお買い物のついでに、プロのファッションケアを手軽でお得にご
購入いただけるようになりました。ご注文後は、封入されているリネットバッグにお洋服を詰めて配送業者に渡すだ
けなので、袋や箱を用意する手間もありません。従来の汚れ落ちを追求したクリーニングに加え繊維にトリートメン
ト効果を与えることでおろしたての風合いと着心地の良さを取り戻すクリーニングで、リネットはお客様の「ずっと着
たい」気持ちに応えます。

■ 「Lenet FA SHION C A RE K IT」概 要

クリスマスや年末年始の
ギフトにオススメの新商品

お得なクリーニングクーポンが入っているクリーニングBOX

株式会社ホワイトプラス（本社 東京都渋谷区、代表取締役 井下孝之）の運営する宅配ネットクリーニング「リネット」
は、12 月 16 日より「Lenet FASHION CARE KIT」の販売を開始いたしました。

「Lenet FASHION CARE KIT」はクリーニングの新しい体験を提供する、BOX タイプのお洋服のチケット制クリーニ
ングケアキットです。キットには、通常よりお得なサービスクーポンが入っているほか、リネットバッグが入っています。
クリーニングのプロによる「お洋服が長持ちする」リネットのクリーニングをパッケージ商品化することで、さらに多く
のお客様の「ずっと着たい」にお応えします。Amazon で販売を開始することで、お買い物のついでに手軽にリネット
を体験いただけるほか、これからの時期に、ギフトとしてもご活用いただけます。

リネットではお気に入りのお洋服を着るほどに好きになる、そしてお気に入りを纏う自分がもっと好きになれる、そん
な「Love more」体験を提供することを目指しています。
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＜商品概要＞

Lenet FASHION CARE KIT
【light】

2,700円　

3,000円分
（1,500円OFF（＋送料無料）×2回）

・クリーニングチケット
・リネットバッグ
・リネットスタイルブック
・リネットご利用ガイド

12月16日（金）
Amazon、他

商品名

希望小売価格（税抜）

クリーニングチケット

内容物

発売日
発売先

Lenet FASHION CARE KIT
【standard】

4,800円

6,000円分
（1,500円OFF（＋送料無料）×4回）

・クリーニングチケット
・リネットバッグ
・リネットスタイルブック
・リネットご利用ガイド

12月16日（金）
Amazon、他

（→）内容物

リネットは、ネットで完結する新しいクリーニングです。インターネットで 24 時間いつでも予約が可能、日本全国
ご自宅まで集配いたします。店舗を持たずインターネットで完 結することにより、店舗運営に関わるコストを宅配
の利便性やクリーニング品質強化へと振り向ける事で、ネット時代の新しいクリーニングを目指しています。ご予
約から最 短 90 分でお預かりし集荷日から最 短 2 日で仕上げたお洋服をお届けする利便性、無料シミ抜きなどの
品質に加え、2016 年 9 月には「Love more」プロジェクトを始動し、「物流」イノベーションの夜間便・ハンガー便、

■リネットについて
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インターネットの普及に伴い生活の利便性が向

上する一方で、ネットの活用の遅れている分野

に注目。「 新しい日常をつくる」という理念のも

と、“生活サービス” をインターネットにつなぎ

「生活サービス × ネット」で世界のライフスタイ

ルをより豊かにすることをミッションとする。

所在地　： 東京都渋谷区渋谷 1-11-1COI 西青山ビル 3F  

代表者　： 代表取締役 井下孝之

事業内容：
・リネット ( ネット宅配クリーニング：衣類 )： http://www.lenet.jp

・ふとんリネット（ネット宅配クリーニング：布団）：  http://www.futonlenet.jp

・くつリネット（ネット宅配クリーニング：靴）： http://www.kutsulenet.jp

・リネット保管（冬服の保管付宅配クリーニング）： http://www.lenet-hokan.jp

・ヒロイエ （ネット宅配トランクルーム）：     http://www.hiroie.jp/

※Lenet およびリネットの名称、ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社ホワイトプラスの登録商標または商標です。
※プレスリリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。
また、プレスリリースにおける計画、目標などはさまざまなリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。

●株式会社ホワイトプラス

http://www.wh-plus.com/

≪本プレスリリースに関するお問い合わせ先≫ 株式会社ホワイトプラス 広報担当 : 中島、長瀬
TEL：03-6450-6148　FAX:03-6450-6149　MAIL：pr@wh-plus.com

肌に馴染んだ 1 枚のお気に入りの T シャツ。日常をとも
にするそういった洋服をリネットに出されるお客様がい
ます。リネットでは、「お気に入りのお洋服を着るほどに
好きになる、そしてお気に入りを纏う自分がもっと好きに
なれる」、そういう体験を「Love more」と呼んでいます。
お洋服にこだわりや価値を感じる人ほど、大切なお気に
入りのアイテムを持っていらっしゃいます。そんな方々に

「Love more」体験を提供することを目指しています。

「Love more」へ込めた想い
～１枚の T シャツをリネットで。

リネットでは全品無料でプレミアム仕上げ※を行います。
お 洋服の繊 維にトリートメントを行い７つの効果をプラ
ス、毛玉や毛も出来る限り取り除きます。クリーニングの
プロが、汚れ落ちだけでなく、服がよみがえるような、よ
り長持ちするケアを行います。
ファッションアイテムのケアパートナーとして、お客様の
お気に入りをもっと好きになる「Love more」体験をご提
供していきます。※プレミアム会員限定のサービスです。

服がよみがえる！リネットの
長持ちクリーニング「プレミアム仕上げ」

「生産」イノベーションのエスコートタグ、「商品」イノベー
ションのプレミアム仕上げと 3 つの改革を行い、クリーニ
ング体験の変革を目指しました。衣類以外にも布団、靴、
保管サービスを展開し、2016 年に会員数は 20 万人を突
破しました。

2009 年 10 月 クリーニング業界初、
  ネット完結型の
  宅配クリーニングサービス提供開始
2013 年 09 月 最短５日→最短 2 日後にお届けを実現
2014 年 08 月 ３タップで注文できる！リピーターに便利な
  iPhone アプリをリリース
2015 年 01 月 クリーニング業界初、
  WEB スタンプカードをリリース
2015 年 05 月 「リネット品質 7 つのお約束」を策定
2015 年 07 月 独自洗剤の開発。ドライクリーニングの
  汚れ落ちが通常の約 4 倍に。
2015 年 11 月 クリーニング業界初、
  引き取り時間
  ３分の２となる最 短９０分に短縮
2015 年 11 月 子供服料金を新設、標準価格の
  3 割引きで提供
2016 年 02 月 プレミアム会員向け新プラン
  「年会費プラン」を開始。
  通常会員価格をプレミアム会員価格への
  引き下げを実施。
2016 年 03 月 クリーニング業界初、
  アパレルブランド向けサービス「リネット 
  アパレルケアプログラム」を提供
2016 年 03 月 ”置き換え家事”スタイルを提案
2016 年 03 月 Google woman will
  「パパのためのお洗濯ガイド」提供開始
2016 年 04 月 大手ネットクリーニング 3 社による
  「ネットクリーニング品質向上の会」設立
2016 年 09 月 会員 20 万人を突破
2016 年 09 月 「夜間便」「シワなしハンガー便」を
  東京都 23 区でリリース
2016 年 10 月 エル・ショップへ「リネット 
  アパレルケアプログラム」提供
2016 年 10 月 また着たくなる輝きを実現！
  「プレミアム仕上げ」を提供開始
2016 年 12 月 「Lenet FASHION CARE KIT」販売開始
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