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洗浄で失われた天然素材本来の風合い、色合いを取り戻す

世界基準のウェットクリーニング
lagoon® アドバンスケア

エレクトロラックス・プロフェッショナル
プロフェッショナル・テキスタイル・ケア
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世界が認めるウェットクリーニング 
lagoon® Advanced Care
繊維製品の洗濯等の取扱方法や表示、試験方法に関する新JIS規格「JIS L1931-4」のベースと
なっている国際規格（ISO）。このISOのウェットクリーニング洗浄試験の基準洗濯機となって 
いるのが、実はエレクトロラックス製FOM71CLSなのです。
lagoon® アドバンスケアは、そのウェットクリーニング洗浄試験の各試験法を基に開発され
たシステムです。新JIS規格のW3法（非常に繊細な試料の試験方法）のMA値20以下もクリア
しています。
世界基準のウェットクリーニングを選ぶなら、lagoon® アドバンスケアです。

FOM71CLSは、国際規格ISO（ISO3758）の洗濯表示ラベルを洗浄する専用プログラム（ISO3175-4）等が搭載
された洗浄試験基準洗濯機です。
この洗浄試験基準洗濯機と専用プログラムを元に新洗濯表示ラベルJIS L0001の洗浄基準が国内で作られました。
現在、国内外で洗浄試験を行っている多くの繊維検査機関でエレクトロラックスの洗濯機FOM71CLSが活躍して
います。

（一財）ニッセンケン品質評価センター

ISO3175-4 JIS L0001 FOM71CLS
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高品質な仕上がり、スピーディで簡単、そして環境にも優しいクリーニング 
lagoon® アドバンスケア

サステナブルでエコロジー
水ベースのクリーニングなので、人や環境
に危険を及ぼす可能性がある溶剤は一切使
用せず安心です。特殊な専用洗剤を使用し
ます。

Dry to Dry
（洗濯から仕上げまで）
高性能なケミカルと効率的な工程により、
洗濯から乾燥・仕上げにかかる時間はたっ
たの55分で完了です。

短期間で投資を回収できます
工程時間の短縮により生産性が向上しま
した。コンボタイプなら、１点でも気軽
に処理できます。

デリケートな衣類は 
デリケートに
水流を利用したエレクトロラックス独自の
ProV’tex機能により、ドライクリーニング指
定の高級な生地やウールを優しく扱えます。 
lagoon® アドバンスケアは、ウールマーク
認証を受けています。

お客様のリピート率を改善
特殊な洗剤と専用プログラムにより、様々
なタイプの衣類において見事な仕上がりが
可能となりました。

ウェットの可能性を広げるLagoon®
シルク、ウール、カシミア、ビスコース、刺繍入り、スパンコールなど、ウェットでは処理が
難しい繊維素材でも、lagoon® アドバンスケアなら本来の美しさ・色鮮やかさがよみがえり
ます。
コートからサリー、ウェディングドレス、和服、
タキシード、カクテルドレス、ウール素材の毛布、
カーテンまで、lagoon® アドバンスケアなら、
ウェットの可能性が広がります。

※一部洗えない素材もあります

ザ・ウールマーク・カンパニーは2004年以来、ドライクリーニング指定のウールマーク表示衣類の洗浄用に 
lagoon® wet-cleaning system（ラグーン・ウェットクリーニング・システム）のウール・プログラムを認証しています。   
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革新的なlagoon® アドバンスケアがもたらす 
驚きのウェットクリーニング
独自のワークフローにより、従来のウェットでは難しかった《お渡しまで1時間以内》を可能に
しました。もちろん、水洗いならではの高い洗浄力も健在です。

ProV’tex 水と洗剤で、衣類をやさしく
包み込みダメージを抑える

エレクトロラックス独自の機能 ProV’texが、水流作用で水と
洗剤を効果的に攪拌し、衣類をコーティング。衣類にかかる
ダメージを最小限にします。
繊維同士の摩擦が少なく、従来のソリューションと比べ50％
も軽減されました。非常に優しい水流で衣類の汚れを押し出
し、理想的な渦で吸い出します。

かつてなくデリケートで効果的な乾燥法

衣類は、乾燥機から取り出した時点でほぼ水分がなくシワも
少ないため、仕上げ時間を大幅に短縮できます。
吊り干しに時間をかける必要ありません。乾くにつれ、繊維
の表面は滑らかになります。

特殊な界面活性剤と前処理剤で
最高の仕上がりに

lagoon® アドバンスケアには、最新の洗浄プログラムを搭
載しており最適な新世代の界面活性剤を使用しています。前
処理剤の使用範囲は広くタンニンからグリース（油）、インク、
ワックスまで、あらゆるシミを処理でき、シミ一つないクリー
ニングが可能になります。

総工程時間 = 55分

作業の流れ

作業開始

前処理 = 5分

従来の
機械的作用

lagoon® アドバンスケアの
水流作用

水洗い = 25分

仕上げ = 5分

乾燥 = 20分 納品準備完了
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今までにない画期的なウェット
lagoon® アドバンスケア は業界を一新する革新的技術です。繊維をデリケートに扱い、環境
にやさしい、溶剤を使わない工程です。スピーディ、効率的、シンプル、サステナブルという
画期的なウェットクリーニング性能で、お客さまに最高のサービスを提供できます。

性能項目 ドライクリーニング 従来のウェット
クリーニング アドバンスケア

さまざまな生地の処理能力

油シミの洗浄性能

水溶性のシミの洗浄性能

特急サービスとの適合性

仕上げ工程の容易さ

作業効率

ソリューションのサステナビリティ

* 溶剤 = パークロロエチレンなどの主な溶剤

lagoon® アドバンスケアは用途によって 
異なる2タイプをラインナップ
Lagoon® アドバンスケア
コンボセット

Lagoon® アドバンスケア
アブソルートセット

処理容量 1工程あたり6～ 8点 処理容量 1工程あたり6～ 8点+ 18～ 27点

パッケージ W555H+T5130+
EDシステム+ケミカル パッケージ W555H+T5130+W5180H+T5350+

EDシステム+ケミカル

1日あたり70点の処理を想定。
現行のドライクリーニング業務を補完するソリュー
ションです。小規模でも最高クラスの性能が手に入れら
れます。

1日あたり250点の処理を想定。
本格的にウェットクリーニングを導入するソリュー
ションです。アブソルートセットにはコンボセットも
含まれます。
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lagoon® Advanced Care Specifications

製品仕様 

脱水洗濯機 回転式乾燥機
単位 浴比 W555H W5180H T5130 T5350

熱源 電気 蒸気 電気 蒸気

容量

kg コットン 1:9 6 20 - -
kg ウール 1:15 4 14 - -
kg シルク 1:18 3 10 - -
kg 乾燥 1:18 - - 7 19

ドラム
容量 リットル 53 180 130 350
直径 mm 452 725 575 760

使用水量 リットル 26 110 - -
電源 3相 200V 3相 200V 3相 200V 3相 200V
定格消費電力 kW 3.5 2.4 5.4 1.1
消費電力量 kW 0.4/回 0.5/回 2.78（25分） 11.7（22分）
推奨ブレーカー容量 A 16 16 16 10
給水口 DN（A） 20 20 - -
給水圧力 kPa 200-500 200-500 - -
排水口 mm 25mmホース 75（65A） - -
蒸気接続口 DN（A） - 15 - 25
蒸気圧力 kPa - 300-600 - 100-1000
排気口 mm - - 100 200

ノイズレベル

洗い 59 67 - -
脱水 72 85 - -
乾燥 - - ＜70 ＜70

重量 kg 100 354 58 177
寸法（横×奥行×高：脚なし） mm 595×681×832 970×947×1426 597×725×839 790×1344×1770

Detergent

専用洗剤
lagoon® アドバンスケアの専用洗剤を使用すると、痛んだ繊維を修復し、色合いが復元します。

Lagoon® センシティブ洗剤 Lagoon® センシティブ柔軟剤 Lagoon® デリケート2 IN 1 
（ウェットクリーニング用洗剤）
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店頭でお客様にアピールできるコミュニケーションツール

2016年12月より販売開始

ラグーン ロゴステッカー 店頭リーフレット ハンガータグ

 

 ▶ Lagoon®、Woolmark ロゴステッカー
 ▶ Lagoon®リーフ
 ▶ Water グラフィック
 ▶ ブルーウェーブグラフィック

ウィンドウステッカー（オプション）

エレクトロラックス公認 ラグーン・プロフェッショナル認定証
lagoon® アドバンスケアをご購入後、エレクトロラックス公認アドバイザーによる
取扱いトレーニングを受講していただいた方に、認定証を発行します。

第三者の専門機関にも認められたlagoon® アドバンスケア

ドイツのテキスタイル研究で有名なホー
エンシュタイン研究所は、実験条件下
で、lagoon® アドバンスケアとドライ
クリーニングにおいてデリケートな衣類
に与える影響を検査する比較試験を実施
しました。
生地の摩擦、寸法の変化、色落ちに関し
て、lagoon® アドバンスケアはドライク
リーニングと同等の結果が得られました。

2004年以来、ザ・ウールマーク・カン
パニーは、ドライクリーニング指定のウー
ルマーク表示のついた衣類の取扱いにつ
いて、ラグーン・ウェットクリーニング
システムのウールプログラムを認証して
います。

lagoon® アドバンスケアの洗濯プログ
ラムは、（社）日本テキスタイルケア協会
の認証を受けています。

※JTC-MA値実用試験成績認証

lagoon® Advanced Care 

氏名  
店名
住所

貴殿はウールマーク認定ウェットクリーニングシステム ラグーンの
トレーニングを修了し、その取扱いについて技術を習得したことを
ここに認定致します。

ウールマーク認証を取得した
世界初のウェットクリーニングシステム
lagoon® 

ウールマーク認定ラグーン技術認定証

認定日 Lagoon®アドバンスケア
日本アドバイザー
佐藤　竜

エレクトロラックス・ジャパン株式会社
プロフェッショナル事業部

機器の
ご購入・ご契約 ▶

エレクトロラックス
公認アドバイザーに
よるトレーニング

▶ 貴方だけの
認定証を発行



エレクトロラックス・ジャパン株式会社
プロフェッショナル事業部

 0120-593-381 （受付時間：9:00 - 18:00　土日・祝日休み）

本窓口などで取得したお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的と
して利用し、適切に管理します。

業務用ランドリーサイト：http://www.professional-laundry.com/

東京営業本部 〒105-0011　東京都港区芝公園2-4-1（芝パークビルＡ館6Ｆ）
仙台営業所 〒981-3117　宮城県仙台市泉区市名坂字原田100-1（スコアビル207号室）
名古屋営業所 〒444-0823　愛知県岡崎市上地3-39-8
大阪営業所 〒564-0051　大阪府吹田市豊津町10-34（江坂駅前ビル7Ｆ）
広島営業所 〒733-0862　広島県広島市西区草津浜町12-25
福岡営業所 〒816-0846　福岡県春日市下白水南7-125（ギャレット博多南1Ｆ）

お問い合わせは…

MAS008.16.10.3K


