
 

 

不入流神戸教室 

コンセプト 

不入流神戸教室はより高いシミ抜き技術を習得するにあたり基礎的なクリーニング知識から再認識することが 

必要不可欠と考えます。染色・薬品薬剤知識・ドライ機の溶剤管理などの基礎的なことから、不入流  最新技法の 

美白法で高度なスピード染抜きの習得をはじめ、注目されているウェットクリーング・有料シミ抜き・色修正等の 

付加価値の高い加工法やシミ抜き料金の設定の提案に至るまで指導・提案いたします。良質のクリーニングが出来て 

こそクリーニング事故を回避でき、良質のシミ抜きを行えるもの捉えており、シミ抜きはクリーニングの中の１つの手

段でしかないと考えます。また当校のシミ抜き技術を習得することによって、クリーニング事故が起こってしまった際

の処理技術も併せて習得でき、社内に早くフィードバック出来るものです。 

 

 

 

 

 

 

 

機械設備 多賀電機 SP-888 2台・コスモ超音波 ニュークリーンメイトフルセット １台  

不入流神戸制作機 １台 

他 給湯器・静止乾燥機・家庭用洗濯機・シンク・アイロン台 シミ抜きに最適な設備です。 

講習設備 100 インチスクリーン転写プロジェクター ホワイトボード 

       3人掛けテーブル 4台 2人掛け 1台 パイプいす 22脚 

募集内容 

通常教室  

クリーニング基礎知識としみぬき基礎講習（座学）不入流スピードしみぬき習得実技 

教室２年以上受講で、師範試験受講資格取得 

師範試験東京伝習館にて開催 有料（毎年 12月第一土曜日講習・日曜日試験） 

合格により師範看板授与、高知新年会にて授与式（新年会費・師範看板・有料） 

 



 

 毎月第 2日曜開催 平成２８年６月開始 計 10回（月により変動有り） 

 （午前 10時から約 2時間の講習 昼食休憩 午後 1時より約 4時間の実技） 

クリーニング基礎知識としみぬき基礎講習内容 不入流スピードしみぬき習得実技 

・ クリーニング基本設定 

・ クリーニング消費者説明 

・ 染料によるクリーニング事故防止 

・ 石油系ドライクリーニングの液管理 

・ ウェットクリーニングと全体漂白 

・ クリーニング事故 

・ 色の三原色 

・ 有料しみぬきの設定としみぬき料金提案 

・ 業界内の当たり前の排除        ・順不同 

・ しみぬき基礎 

・ 色を壊さず漂白 

・ 美白法 

・ 最新の剤を使用したしみぬき基礎 

・ 最新の剤使用したスピード漂白 

・ 不入流ウェット・全体漂白 

・ 色修正基礎 

・ 色修正応用 

 

料金 

1・クリーニング基礎知識としみぬき基礎講習（座学）不入流最新スピードしみぬき習得実技 

講師 不入流 師聖 大津哲浩 

しみぬき基礎指導 親不神会内 師範資格者 

会計・会計監査 親不神会 

募集人数 師範資格者以外 ５名～８名  

期間 1年間（10回） 

授業料 

初めて受講する方 

月払い・・・・・・ 13,000円（欠席月も徴収します） 

会運営上月払いのみとなります。 

昼食付き・資料有り 

以前、不入流神戸 

教室を受講した経験のある方 

月払い・・・・・・ 10.000円（欠席月も徴収します） 

会運営上月払いのみとなります。 

昼食付き・資料なし 新しい情報は、資料有り 

不入流神戸教室にて 

師範の看板を持っている方 

親不神会会員の方 

月払い・・・・・・6,000円（欠席月も徴収します） 

会運営上月払いのみとなります。 

昼食付き・資料なし 新しい情報は、資料有り 

不入流神戸指導先店舗の方 月払い・・・・・・10,000円（欠席月も徴収します） 

会運営上月払いのみとなります。 

昼食付き・資料有り 

一社で数人参加する場合 二人目月払い・・・・ 11.000円（欠席月も徴収します） 

三人目月払い・・・・ 9.000円（欠席月も徴収します） 

必要資料 不入流祖主 高橋勤 著 

シミ抜き 初級教科書 税込み 14.040円 

上記の受講者は、必要資料となります。 

（師範試験の学科は、初級教科書と美白法の教科書から出題） 

スポット参加 一回・・・・・15.000円 

見学 事前連絡にて見学の許可をした方のみとなります。 

1社、1回限り・・・資料・昼食付き 6.000円 

授業料内訳 講師料・資料・しみぬき薬剤・機械使用 

コーヒー・お茶・昼食代（弁当） 



 

しみぬき教材 当日一人 2点～3点（全部処理できないこともあります） 

事故品・クレーム品の処理は基本いたしません。（別途料金にて処理） 

但し 事故品・クレーム品の対応相談はいたします。 

年 1回 祖主 高橋勤 講習予定  

美白法伝授教室 

最新アルコールしみ抜き剤使用・初期化剤・美白剤・天水・しみぬき天水・爆気剤・ロダ酸等 

最新しみぬき剤、常時使用可能・不入流最新しみぬき本部連携情報発信教室 

年 2回教室懇親会開催予定（会費制） 

注・当校規則に承諾した方のみの入校となります。 

平日教室・・・上記通常教室と同じ内容、毎月第 1木曜開催 平成２８年６月開始 計 10回（月により変動有り） 

特別教室・・・一社・一団体等 一日貸し切り講習（時間変更可能） 

講習最高人数 22名 店舗のスタッフ等のカウンター教育・クリーニング基礎知識 

１回約３時間ＰＭ１：００～ＰＭ4：00飲み物・資料有り 一社 5名以上 2０.０００円 

実技指導 3名～5名迄１回約 4時間ＰＭ１：００～ＰＭ5：00基礎講習・飲み物付 一社 3０.０００円 

当日一人 2点～3点（全部処理できないこともあります） 

事故品・クレーム品の処理は基本いたしません。（別途料金にて処理） 

但し 事故品・クレーム品の対応相談はいたします。 

※ 詳細はお電話等でお問い合わせください。 

注・当校規則に承諾した方のみの受講となります。 

講習室使用・・・講習室使用 １時間 500円・会議・定例会・会合に最適 

プロジェクター パソコン使用の場合は、1時間５00円加算 

※ 詳細はお電話等でお問い合わせください。 

注・当校規則に承諾した方のみの使用となります。 

無料開放・・・コスモ超音波製 ニュークリーンメイト シンク使用可 給湯器のみ使用可   

※ 詳細はお電話等でお問い合わせください。 

注・当校規則に承諾した方のみの開放となります。 

無料貸し出し・・・LEDプロジェクター（HDMI入力）・約 60 インチスクリーン貸し出し 

※ 詳細はお電話等でお問い合わせください。 

注・当校規則に承諾した方のみの貸し出しとなります。 

画像 800ルーメン 最大解像度： 34 ~130 インチのディスプレイサイズは 1~3 メートル以内で 1080P 直接に office word 、excel、 PPT 、 PDFなどを 

プレイ デュアル USB インタフェース、USBキーボード、マウスなどをサポートリモコン付き 

★ビデオフォーマット：3GP(H263.MPEG) / AVI (XVID. H264) / MKV (XVID. H264. DIVX) / FLV (FLV1) / MOV (H264) / MP4 (MPEG-4. AVC) /  

MPG (MPEG1) / VOB (MPEG2) / MPG (MPG-PS) / RMVB (RV40)。 

★画像フォーマット：JPEG / BMP / PNG★オーディオフォーマット：MP3 / WMA / ASF / OGG / AAC / WAV。★ファイル：TXT など  

 



 

クレーム相談・・・クレーム品相談・見聞書の作成（繊維製品品質管理士の観点から書面作成します） 

事故品修正・・・染み抜き・洗いなどによる事故品修正。色修正等お承ります。 

 

※当校はコンプライアンス・モラルに則った運営を目指しております。 

不法駐車・近隣住民への迷惑行為・著しく不適切な行動や言動・当校の規則違反等、当校にふさわしくないと 

判断した際は立ち入り禁止及び退学処分とさせて頂きます。 

愛煙家の方へ…当校には喫煙設備はございません。喫煙の際は携帯灰皿をご持参ください。 

またポイ捨て・空き缶・ペットボトルへの吸い殻を入れての処分の一切を禁じます。 

愛煙家としての相応しい処分方法でお願い致します。 

不入流神戸教室今後の予定 

（有）エルコーポレーション代表取締役 瀧藤圭一氏による講習・株式会社石井文泉堂代表取締役 石井康裕氏

による講習・機材商主催教室・メーカー主催教室等々 不入流神戸以外の講習も企画しています。 

みなさのご要望があれば連絡ください。 

不入流神戸教室 

〒653-0882 

神戸市長田区長田天神町 1丁目 1-1   

大津 哲浩 TEL090-3627-9870  ＦＡＸ078-203-2501 

交通 

JR神戸駅→市バス 11・40・110・112系統→名倉小学校前停留所下車→徒歩 0分 

駐車場は近くのコインパーキングをご利用ください。（料金はご負担ください） 

神戸電鉄 新鉄長田駅（高速線新開地駅より 2駅）下車→徒歩 3分 

                                                          



                              

不入流神戸教室規則 

教室一般規則 

1.履物は履物入れに入れ、外履き・うち履きの区別をつける。 

2.トイレ用履物は、外履きです部屋の中の使用禁止。うち履きでトイレの使用禁止。 

3.ごみの分別を確実に、ペットボトル飲料のキャップと外包装は、プラ 

4.テーブルが汚れたらすぐに水拭きをする。 

5.テーブル・パイプ椅子・校内備品に落書き・傷をつけない。 

6.室内全面禁煙 

 

※当校はコンプライアンス・モラルに則った運営を目指しております。 

不法駐車・近隣住民への迷惑行為・著しく不適切な行動や言動・当校の規則違反等、当校にふさわしくないと判断した

際は立ち入り禁止及び退学処分とさせて頂きます。 

愛煙家の方へ…当校には喫煙設備はございません。喫煙の際は携帯灰皿をご持参ください。 

またポイ捨て・空き缶・ペットボトルへの吸い殻を入れての処分の一切を禁じます。 

愛煙家としての相応しい処分方法でお願い致します。 

 

染み抜き機材等規則 

1.染み抜き薬品・薬剤等使用後元の位置に戻す。 

2.染み抜き薬品・薬剤等中栓があるものは、使用後中栓をする。 

3.染み抜き用タオル・色修正用タオル・雑巾（床拭き）の区別をつける。 

4.使用済みタオルは、たとえ汚れが目立たなくても未洗物のかごに入れる。 

5.使用後の薬品筆・皿は水洗いをしてきれいに拭き元の位置に戻す。 

6.使用後の修正筆は水洗いをして、ＰＶＡを含ませ毛先を整える。 

7.使用後の機具は、拭き掃除等を行う（特にピースガンカップ内） 

8.染み抜き機の上に薬品・薬剤がこぼれた場合は、速やかにふき取り水拭きをする。 

9.床に薬品・薬剤がこぼれた場合は、速やかにふき取り水拭きをする。 

10.使用前・使用後のボイラー・コンプレッサー・換気扇・通気口の点検を必ず行う。 

 

貸出機等規則 

1.機材を乱暴に扱わない 

2.不具合等が起きた場合は、必ず報告する。 

3.何所で使用し、使用目的を明確にする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

当校保存用 

申込用紙（FAX兼用） 

会社名（屋号） 
 

参加者氏名 
 

住所 
 

 

 

固定電話  

携帯電話  

参加人数         人 

紹介機材商名 
   

 

□ 不入流神戸教室規則に同意します 

氏名                  印 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


