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高品質ファッションが需要拡大につながる
GDPの割合

0.058%

イタリアのテキスタイルケア産業の現状と展望
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パークは、イタリアのクリーニング業者によって

発展には深刻な損害があることが分かりました。十

最も広く使用される溶剤であり、その使用率は約 97
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●溶剤と機械

しかし、最終的には、このような状況では、業界の
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▲イタリアを代表するタペット社のテキスタイルケア

このようなシステムは、自分の事業を
「家族経営」
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Ⅴ. イタリアクリーニング業界の傾向と課題
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ました。これには、作業服、カバン、靴、ソファー、
カーテンなどのクリーニングが含まれます。

ー用やスポーツ用の服装へと変化していくだろうと
感じています。従って、カジュアルなファッション
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中小ドライクリーニング店
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社会的費用
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単一価格の
ドライクリーニング店
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生活の質の低下と明白な経済的困難の影響の下、
ショッピングモールのドライクリーニング店
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水
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一般的な生活水準の低下に加え、環境対策に関す
る最近の法的要求事項により、すでに非常に困難な
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クリーニング市場の特徴

続けているものの、適切な収益を配分するにはまだ

ピングセンターの近くなど、顧客
（見込み顧客を含

イタリアのクリーニング業界は、成熟した市場で
表4. 店舗の種類

事業数が多すぎるのです。また、既存の機械を新し

む）に近い街の中心に位置することは重要なポイン

あると考えられます。約
中小ドライ
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1 クリーニング店 90％は一店舗のみを持つ家
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社会的費用
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水
30
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ほとんどなく、その場合でも最大４店舗にとどまっ
3
ショッピングモールの
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めています。季節の衣類、寝具、コートなどが売上

ています。残りの
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用においても難しい課題があります。

ー洗濯の量は増加しています。
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トです。売上高のほとんどは、消費者からのもので、

業務用の顧客が、売上高の残りの 10％に当たりま
す。その売上高の８％はホテルからのもので、これ
には、ホテルの宿泊客からの個人的な衣服のクリー
ニング、従業員のユニフォーム、洗濯できない受付
係の衣服などが含まれます。
企業からのものは売上の２％のみで、ユニフォー
ム、従業員からの個人的な衣服のクリーニングがこ
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