
Sakae  d ry  c o rpo ra t e  P ro f i l e

これが私たちの
企業コンセプトです。

小さな
心づかいを
大切に……。

本　　社／香川県高松市太田下町２２４５番地
　　　　　TEL.087-865-6272（代）　FAX.087-867-9304
丸亀支店／丸亀市土器町北２丁目６８
　　　　　TEL.0877-23-1064（代）　FAX.0877-23-1099

レインボーロード店

広場店
高松市錦町 1-14-3 1F
TEL.087-851-0784

片原町店
高松市片原町 3-2
TEL.087-821-1360

コープ扇町店
高松市扇町 2-11-2
TEL.087-821-5188

レシヴェール店
高松市鍛冶屋町 6-3
TEL.087-821-5913

宮脇店
高松市宮脇町 1-21-13
TEL.087-837-8341

田町店
高松市田町 8-1-1F
TEL.087-831-2287

栗林病院前店
高松市栗林町 2丁目 19-22
TEL.087-831-8522

ゆめタウン高松店
高松市三条町 608-1
TEL.087-868-5426

三条店
高松市三条町 88-1
TEL.087-805-0024

伏石店（ヤマダ電機レインボー店内）
高松市伏石町 2084
TEL.087-868-6548

本社前店
高松市太田下町 2245
TEL.087-868-8670

太田上町店
高松市太田上町 494-11
TEL.087-866-4840

レインボーロード店
高松市多肥下町 1579-3
TEL.087-869-3174

マルヨシセンター潟元店
高松市屋島西町 1453-1
TEL.087-841-5427

屋島東店
高松市高松町 2373-15
TEL.087-805-0023

マルヨシセンター鶴市店
高松市鶴市町 1010-1
TEL.087-881-9380

マルナカ春日店
高松市木太町 6区 2832
TEL.087-862-5375

古高松店
高松市新田町甲 428-3
TEL.087-844-3960

国分寺店
高松市国分寺町新居 1258-3
TEL.087-874-5232

前田店
高松市前田東町 719-6
TEL.087-847-7333

マルナカ円座店
高松市円座町 956-2
TEL.087-885-3830

仏生山東店
高松市出作町 311-1
TEL.087-888-2597

コープ一宮店
高松市一宮町 341
TEL.087-885-6365

仏生山駅前店
高松市仏生山町甲 843-3
TEL.087-889-5083

イオン坂出店
坂出市京町 1-4-18
TEL.0877-44-0133

JR コム坂出店
坂出市元町 1-1-1
TEL.0877-45-6090

宇多津店
綾歌郡宇多津町浜八番丁 132-3
TEL.0877-49-3647

コープうたづ店
綾歌郡宇多津町浜五番丁 49-1
TEL.0877-56-7789

土器店
丸亀市土器町東 5-16-2
TEL.0877-21-3515

イオンタウン多度津店
仲多度郡多度津町北鴨 2-10-1
TEL.0877-58-5787

コープ飯山店
丸亀市飯山町川原 869
TEL.0877-98-1575



いい
会社を
創ろう！

History

Locality 【ローカリティ】 
自然・ロケーション・ご近所・町・地域

人が気づき
を築く。

大正  7（1918）年 クリーニング店こめや創業
昭和38（1963）年 朝日屋、こめや、かわき屋、中店が合併しさかえドライ創立
 初代社長に米谷義隆就任
昭和41（1966）年 第二工場建設
昭和45（1970）年 坂出支店工場開設
昭和46（1971）年 取次店方式での営業展開開始
昭和58（1983）年 毛布工場建設
昭和59（1984）年 創立20周年を迎える。店舗数250に
昭和61（1986）年 丸亀支店工場建設
 朝出して夕方仕上げのクイックシステムスタート
昭和63（1988）年 二代目社長に上枝輝男が就任
平成 元（1989）年 事務所棟を建設
平成  2（1990）年 坂出支店工場を閉鎖し丸亀支店工場に統合
平成  7（1995）年 日曜・祝日の工場稼働と時間指定のクリーニングスタート
平成10（1998）年 ゆめタウン高松店に出店
 三代目社長に松岡二三雄が就任
平成13（2001）年 コインランドリー1号店を多度津にオープン
平成18（2006）年 四代目社長に米谷繁男が就任
 第一工場を改装
平成19（2007）年 第二工場を改装
平成20（2008）年 第三工場を改装
平成23（2011）年 デリバリーサービス開始
平成28（2016）年 五代目社長に長渡邦弘が就任

私は「クリーニィ」。
3つの「L」を
イメージして描かれた

さかえドライの

マスコットキャラクターです。

Lady 【レデイ】 
健康・料理・レクリエーション・女性の関心ごと

Love 【ラブ】 
人間愛・心豊かさ・幸せ感(家族と共に・仲間と共に)

さかえドライ株式会社

取締役会長

米谷　繁男

『いい会社』とは　人々を幸せにする会社です。
働いている人たちから　お客さまや周りの人たちからも
「いい会社ですね」と言われる会社になりましょう。

『いい会社』実現に向けた3つの目標
1.　お客さまから「信頼される会社」を目指しています。

2.　「やりがいのある会社」を目指しています。

3.　地域から「必要とされる会社」を目指しています。
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創業時のこめや

現在の本社工場

屋島東店

　さかえドライとして創業してから半世紀が過ぎました。次なる５０年に向けて『いい会社

を創ろう！』を経営の柱にして　お客様にとって　働く人たちにとって　そして地域にとっ

て「いい会社」の実現に向けて歩み始めたところです。

　

「会社は何のためにあるのか・・・・」。

「会社は誰のために　あるのか・・・・」と考えてきました。

会社は仕事を通して　お客様に喜んでいただくことにあり　そして家族や周りの人からも

喜ばれるためにあります。結果　社会や地域のお役にも立てることと思います。

　人・ひと・ヒト。

私たちは　人と人の向き合い方を大切にしています。働く人たちの誰もが向上したいとい

う前向きな気持ちを持っています。それに気づくこと　気づかすこと。「人と向き合う」と

は　まさにその姿勢です。

　私たち　さかえドライはこれからも “小さな心づかいを大切に・・・。” をモットーに

お客様から『ありがとう！』　仲間からも『ありがとう！』　『ありがとう！』がいっぱい

の会社を目指しています。



受付

店舗

店舗

デリバリーサービス

工場入荷

工場へ配送

工場へ

店舗へ配送

お客様のご自宅へ配送

お預かりした衣類などの状態やご希望を確認。

お客様のご自宅にお伺いして
衣類の受け取り

お引き渡し
仕上がりをお客さまの目でご確認いた
だきお引き渡し。

前処理
シミ抜きなど汚れを落としやすく処理。

洗浄・乾燥
安全で衣類にやさしい独自の溶剤で洗浄し、縮まないよう約
50℃の低温・大風量で乾燥。

後処理・加工
残ったシミを再度シミ抜き。
汗抜き加工なども。

仕上げ
素材に合った温度、圧力
などで形に合わせてプレス

最終点検
シミ、型崩れの有無、
ご要望に合っているかを
チェック。

Works＆Voice
クリーニングの流れ
お客さまから衣類をお預かりしてからお引き渡しをするまでには、さまざまな工程があります。
さかえドライでは、スタッフ一人ひとりがプロの技術を駆使し、
大切な一枚を安全に、そしてより白く仕上げます。

検品
シミ、破れ、ほつれなどを
チェック。

仕分け
衣類の色や汚れなどに
応じて仕分け。

　私の仕事は、営業スタッフとパートの人
たちとの橋渡し役。パートの皆さんにとっ
て、仕事の仲間であると同時に、仕事のこ
とから体調のことまで何でも相談してい
ただける存在になりたいと思っています。
その声を営業部門に伝えることで職場の
改善にも一役買うことができます。よく、
「いつも楽しそうに働いているね」といわ
れますが、楽しくしようというではなく、
人との関わりが大好きなだけ。接客に答
えはありません。お客さま一人ひとり求め
るものが違う。そこが面白いですね。

営業とパートを
橋渡し

中村さくら

Eriko Nishiyama Terutaka Tanaka

Yuji Ueta

営業部チーフ 生産部アシスタントマネージャー

店舗管理

1 2 3 4 5

67

89

 工場管理とは、工場の中で行われるさ
まざまな工程をスムースに流れるように
するのが仕事。人によって作業スピード
や丁寧さ加減が違ってくるので、その
フォローも行います。工程の中には高温
の蒸気を使うケースもあり、何より安全
を第一に良好な作業環境が保たれるよ
う心を配っています。私たちがお預かり
するのはお客さまの大切な商品。それを
きれいに仕上げてお届けし、「きれいに
なった。ありがとう」と言われた時の達
成感がやりがいにつながっています。

安全第一に
よい作業環境を

植田　雄二

工場管理

　私が取得している資格は、糸から繊維製品の
販売まで、幅広く深い知識を備えたＴＥＳ(繊維
製品品質管理士)。お客さまから信頼される半
面、厳しい目で見られることもあり、それが励み

になっています。同じ資格を持つ
全国の仲間との交流会は情報を
仕入れる格好の機会で、仕入れた
情報をお店のカウンターで活用。
お客さまに適切なアドバイスをし
ています。お客さまがお持ちする
商品にどれも思い入れがありま
す。忙しくても手を抜かず、お客さ
まの立場に立ってお話を聞いてい
ます。

　18歳の頃から「洗い場3年、仕上げ3年」と言わ
れるクリーニングの世界に弟子入りし、この道一
筋に仕事をしてきました。私は、クリーニング師の
国家資格をとっています。衛生法規、公衆法規、洗
濯物の処理に関する学科試験と、繊維や薬品の
鑑別、ワイシャツのアイロン仕上げなどの実技試験をクリアして得られる資
格で、シミ抜きやアイロンがけのプロとして仕事をしています。この世界に
入ってくる若者は、先輩の技を見て学び、それでも分からなければ聞くとい
う姿勢が大切です。

信頼されるプロとして
西山江利子 匠匠 この道一筋としての誇り

田中　昶孝
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Sakura Nakamura

デリバリーサービス

営業部アシスタントマネージャー



声かけ・清掃活動
さかえドライの本社・工場に面した道路は、太田南小学校や太田中学校の通学路。ス
タッフは毎朝、清掃活動とともに通学途中の児童や生徒に「おはよう」と声かけ活動
を行うなど、地域とのふれあいを心がけています。

Works＆Voice Social Contribution Activity

Company Profile
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人に衣類にやさしく

　洗浄・乾燥作業は、時間が長くな
ればなるほど衣類へのダメージが大
きくなります。乾燥が不十分だと皮
膚に炎症が起こるおそれがありま
す。さかえドライの洗浄は通常の半
分以下の約18分。人に、衣類に、環
境に優しい溶剤を使っているので安
心です。

● さかえドライのこだわり ●

低温で
衣類に優しく
　衣類は60℃以上高温で乾燥をす
ると縮みやすくなります。特に、半乾
きの場合は要注意です。さかえドラ
イでは、乾燥温度を約50℃に設定、
その分風量を大きくして、早く完全
に乾燥します。

使いやすく
環境にやさしく
　さかえドライのコインランドリー
に導入している洗浄・乾燥機は、国
産と比べて機能が充実した米国製
ヒュービッシュ製。洗浄の仕方は4
種類、乾燥の温度設定は5種類から
選べ、適正な形でマルチクリーニン
グができます。

クリーニングを
科学する

　私たちが目指す「いい会社」。そのベースとなるのが“人”です。
　「いい会社」のイメージは、“タンポポ“。 愛らしい花を咲かせた後、種子をつけた綿毛は空へと飛び立ち、さまざまなところに
根を下ろします。そこで再び花を咲かせ、綿毛が飛び立ち次々と仲間を増やしていきます。
　さかえドライの、店舗、営業、工場やコインランドリーなどの小集団は、まさに一つひとつのタンポポ。それぞれのタンポポごとに、
会社の理念、考え方を共有するリーダーを選び、経営を任せます。これによって経営者意識を持つリーダーが育っていきます。
　それぞれのタンポポがうまく運営されると集団の規模は広がり、それが独立することによって
新たなタンポポとリーダーが生まれます。この繰り返しが続くこと、それが「いい会社」だと考えています。

明日を見据えて

会社概要

 営業部は、社員4人、パートスタッフ
約100人の大所帯。私のやっている
マネージメントとは、会社の方針や考
え方を、自分なりにかみ砕き、消化さ
せて現場に伝え、それを実現させてい
く仕事だと思っています。私が大切に
しているのは、何の要件もなく店舗を
回る時間。店舗スタッフは全て女性
で、そのスタッフたちと家庭のことや
仕事のことなどいろいろな話をしま
す。その方が、店舗がうまく回ってい
きます。「どうせするなら楽しくやろ
う」。それが私のモットーです。

社の方針を
みんなで共有

瀧　一宏
営業部マネージャー

営業部

Kazuhiro Taki

ルートセールスによる営業と、病院や
企業、団体などの新規顧客を獲得す
る法人開発が仕事の2本柱。マネー
ジャーには、加えて売上管理やスタッ
フのシフトなどの仕事もあります。ス
タッフ私を含めては4人。自分では管
理するというよりもプレイヤーだと
思っています。組織的に小さい分まと
まりがあり、ささいな事でも全員で話
し合っています。チームとして助け
あったり、また、お互いに言いたいこ
とをいって解決していこうというスタ
ンスでやっています。

営業と法人開発が
二本柱

Eizo Akiyama

営業開発部マネージャー

秋山　栄造

営業開発部

大濱　賢
コインランドリー事業部マネージャー

コインランドリー事業部

Masaru Ohama

　1号店のイオンタウン多度津店をは
じめ、県内9店舗のコインランドリーを
管理しています。国産と比べて洗浄法
や温度設定などの機能が充実した米
国製マシンを導入しているのが、さか
えドライのこだわり。仕事は売上げ管
理から機械管理やメンテナンス、販促
稼働、店舗美化、トラブル対応までと
多岐にわたりますが、直接お客さまと
ふれあう機会もあって、生の声を仕事
に生かしていけます。コインランドリー
事業の需要は右肩上がり。今後大いに
期待されています。

売り上げは
右肩上がり

ユニフォームの
クリーニングで
地元サッカーチームを支援
さかえドライは、Ｊ2に所属する地元の
サッカーチーム「カマタマーレ讃岐」の
後援会員として、チームのユニフォームを
クリーニング。いつも清潔でさわやかな
着心地で試合に臨んでもらうよう
サポートしています。

環境活動に取り組んでいます
環境にやさしいハンガーのリサイクル、エコバックの活用
など、できる限りゴミを出すことのないような、環境活動に
取り組んでいます。

会 社 名 さかえドライ株式会社

所 在 地 本　　社
 香川県高松市太田下町２２４５番地
 TEL.087-865-6272（代）FAX.087-867-9304
 丸亀支店
 丸亀市土器町北２丁目６８
 TEL.0877-23-1064（代）FAX.0877-23-1099

店 舗 数 直営店舗 31店・代理店 37店　合計 68店舗

従業員数 １４０名

設　　立 昭和３８年６月１２日

資 本 金 10,000,000 円

役　　　　員 取締役相談役 松岡　二三雄
 取締役会長     米谷　繁男
 代表取締役社長 長渡　邦弘

事 業 内 容 一般ホームクリーニング事業
 （和服・毛皮・皮革・ジュータン等のクリーニングも含む）
 関連商品の販売事業

取引金融機関 百十四銀行 本店営業部
 高松信用金庫 太田支店
 中国銀行 高松南支店
 香川銀行 三条支店
 商工組合中央金庫 高松支店

ⓒ KAMATAMARE
　 SANUKI

　お電話いただいたお客さまのお宅
へ1時間以内で引き取りにお伺いす
るのがモットー。北は北浜町、南は仏
生山町、東は春日町、西は郷東町まで
が宅配エリアで、スタッフ3人で1日
100軒程度のお宅を回っています。ク
リーニングに対するお客さまのこだわ
りはさまざま。そのニーズを的確につ
かみ、工場にも伝えて情報を共有して
います。店舗以上にお客さまとの対面
することになりますが、口下手でも大
丈夫。お話をきちんと聞いて、ニーズ
に応えることが大切です。

ニーズを的確に
キャッチ

営業開発部

Noriyuki Kunimune

営業開発部サブマネージャー

國宗　範之
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本　　社／香川県高松市太田下町２２４５番地
　　　　　TEL.087-865-6272（代）　FAX.087-867-9304
丸亀支店／丸亀市土器町北２丁目６８
　　　　　TEL.0877-23-1064（代）　FAX.0877-23-1099

レインボーロード店

広場店
高松市錦町 1-14-3 1F
TEL.087-851-0784

片原町店
高松市片原町 3-2
TEL.087-821-1360

コープ扇町店
高松市扇町 2-11-2
TEL.087-821-5188

レシヴェール店
高松市鍛冶屋町 6-3
TEL.087-821-5913

宮脇店
高松市宮脇町 1-21-13
TEL.087-837-8341

田町店
高松市田町 8-1-1F
TEL.087-831-2287

栗林病院前店
高松市栗林町 2丁目 19-22
TEL.087-831-8522

ゆめタウン高松店
高松市三条町 608-1
TEL.087-868-5426

三条店
高松市三条町 88-1
TEL.087-805-0024

伏石店（ヤマダ電機レインボー店内）
高松市伏石町 2084
TEL.087-868-6548

本社前店
高松市太田下町 2245
TEL.087-868-8670

太田上町店
高松市太田上町 494-11
TEL.087-866-4840

レインボーロード店
高松市多肥下町 1579-3
TEL.087-869-3174

マルヨシセンター潟元店
高松市屋島西町 1453-1
TEL.087-841-5427

屋島東店
高松市高松町 2373-15
TEL.087-805-0023

マルヨシセンター鶴市店
高松市鶴市町 1010-1
TEL.087-881-9380

マルナカ春日店
高松市木太町 6区 2832
TEL.087-862-5375

古高松店
高松市新田町甲 428-3
TEL.087-844-3960

国分寺店
高松市国分寺町新居 1258-3
TEL.087-874-5232

前田店
高松市前田東町 719-6
TEL.087-847-7333

マルナカ円座店
高松市円座町 956-2
TEL.087-885-3830

仏生山東店
高松市出作町 311-1
TEL.087-888-2597

コープ一宮店
高松市一宮町 341
TEL.087-885-6365

仏生山駅前店
高松市仏生山町甲 843-3
TEL.087-889-5083

イオン坂出店
坂出市京町 1-4-18
TEL.0877-44-0133

JR コム坂出店
坂出市元町 1-1-1
TEL.0877-45-6090

宇多津店
綾歌郡宇多津町浜八番丁 132-3
TEL.0877-49-3647

コープうたづ店
綾歌郡宇多津町浜五番丁 49-1
TEL.0877-56-7789

土器店
丸亀市土器町東 5-16-2
TEL.0877-21-3515

イオンタウン多度津店
仲多度郡多度津町北鴨 2-10-1
TEL.0877-58-5787

コープ飯山店
丸亀市飯山町川原 869
TEL.0877-98-1575


