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当社は「グローバル・ベスト・プラクティス・アワード 2018」において、
総合第 2 位（世界第 2 位）を獲得し、あわせて「サステナビリティ大賞」を受賞しました。
当社は、2018 年 10 月 18～22 日にイタリア・ミラノで開かれた世界最大規模の展示会「エクスポ デテ
ルゴ インターナショナル」と同時開催された「グローバル・ベスト・プラクティス・アワード 2018」に
おいて、総合第 2 位（世界第 2 位）に選ばれました。また、あわせて、2 つの部門賞※のうちの１つである
「サステナビリティ大賞」を受賞しました。
※同アワードには、総合表彰の他、部門賞として「サステナビリティ大賞」と「イノベーション大賞」の表彰があります。

「グローバル・ベスト・プラクティス・アワード」は、国際テキスタイルケア連盟（International
Committee of Professional Textile Care：略称 CINET、本部 オランダ）が主催するテキスタイルケアに
関する国際的な表彰制度です。審査においては「品質管理」「サステナビリティ」「ビジネスモデルとサー
ビスコンセプト」
「イノベーション」
「事業の基本方針」の 5 項目により、国際評価委員会のメンバーが総
合的に評価を行います。
2018 年大会では、まず、世界各国 350 を超えるテキスタイルケア企業の中から、書類審査により優秀
100 社が選ばれました。更に追加書類による選考を通過したファイナリスト 27 社が、10 月 19 日にミラノ
会場においてプレゼンテーションを行い、同日、上位入賞 10 社の表彰が行われました。
今回の審査においては、当社が、
「人々の清潔で快適な生活
空間づくりに貢献する」という企業理念（CLEAN LIVING）
に基づき、
・クリーニング品質の徹底的な追求
・衣類ケアの専門知識を持つスタッフによるお客さまへ
のまごころのこもった応対
・お客さまの声を聴く活動（お客さま懇談会、お客さま
アンケートの実施 等）
・当社独自の資格認定制度、洗濯科学研究所の運営
・他業態との連携
などに取り組み、お客さまに対して常に高い品質とサービス
を提供し続けていることが高く評価されました。
また、洗濯科学研究所における当社独自の排水分析の実施など、当社
の地球環境に配慮した事業活動が評価され、
「サステナビリティ大賞」の
受賞となりました。
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今回の受賞にあたりまして、日ごろからご愛顧いただいているお客さまにあらためて感謝申しあげます
とともに、当社はこれからも皆さまの期待に応え続けていくため、より一層、品質・サービスの向上に努
めてまいります。
以

国際テキスタイルケア連盟（CINET）：
2005 年に、従来のクリーニング業を繊維製品（テキスタイル）のケア産業として業態革新することを目的に設立さ
れた国際的なアンブレラ組織（団体連盟）
。現在、世界 22 カ国 28 のクリーニング業界団体、15 カ国 41 の機材メー
カーおよび研究機関によって構成されています。
「グローバル・ベスト・プラクティス・アワード 2018」
：
2016 年の第 1 回大会（フランクフルトで開催）に続き、今回が 2 回目の開催（白洋舍は 2018 年大会が初参加）
。
なお、今回大会の総合優勝（第 1 位）は、中国のフォーネ
ット（Fornet）社。同社は急拡大する中国市場において、
1,500 のフランチャイズ店を展開するなど、急成長してい
る企業であり、前回大会に引き続いての受賞です。

◆ ㈱白洋舍 代表取締役社長 松本彰によるプレゼンテーションおよび表彰式の様子
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GLOBAL BEST PRACTICES AWARDS 2018
Sustainability Award Retail Textile Cleaning (RTC)
Winner: HAKUYOSHA, JAPAN
On October, 19th 2018, the CINET Global Best Practices Awards 2018 were organized in Milan, Italy,
where HAKUYOSHA has illustrated its profile and activity in a 3 minute pitch presentation for an
International Jury after an official selection procedure. This resulted in winning the SUSTAINABILITY
AWARD for RETAIL TEXTILE CLEANING (RTC) in the Professional Textile Care Industry.
CINET, the international umbrella organization for Professional Textile Care (PTC) organized the
Awards Program, The Program stimulates the implementation of best practice measures, service
aspects, marketing and quality of the professional textile care industry and will demonstrate its
capabilities. It provides a benchmark and platform for the new state of the art in modern professional
textile care. Some 350 companies from 40 countries participated in the GBPAP18, 150 companies
eventually were officially nominated and 45 were selected as Finalists to do a 3-min pitch presentation
for an International Jury to profile their business.
HAKUYOSHA is proud to be selected for these awards and it showcases our focus on servicing our
customers as best as we possibly can.

More information
For more information regarding the awards program please visit http://www.cinet-online.com or contact
CINET via email at: cinet@cinet-online.com

CINET
Mr. Peter N. M. Wennekes - President/CEO of CINET
Molenstraat 29
4061 AB Ophemert, The Netherlands
0031 344 65 04 30

