
３２０匁 ３４０匁 ３６０匁 ３８０匁 ４００匁 ４2０匁

黒輪無唐草綾織 170,000 175,000 185,000 195,000 220,000 260,000

両練 両練重目

紅綾菱紋 48,000 53,000

ミクセル固地 ミクセル二丁 固地織紐落 固地織紐別 無双織紐落 無双織紐別

紫固地綾白八藤紋 49,000 59,000 78,000 115,000 86,000 128,000

３２０匁 ３４０匁 ３６０匁 ３８０匁 ４００匁 ４2０匁

黒輪無唐草穀織 135,000 140,000 145,000 165,000 180,000 220,000

生経練緯 生経練緯重目

紅紗菱紋 56,000 58,000

ミクセル三丁紗 正絹三丁紗紐落 正絹三丁紗紐別

紫地白八藤紋 50,000 110,000 135,000

夏単

夏奴袴

奴袴

単

袍

夏袍

御  正  服 1



３２０匁 ３４０匁 ３６０匁 ３８０匁 ４００匁 ４2０匁

赤輪無唐草綾織 138,000 145,000 150,000 165,000 200,000 220,000

両練 両練重目

紅綾菱紋 48,000 53,000

ミクセル固地 ミクセル二丁 固地織紐落 固地織紐別 無双織紐落 無双織紐別

紫固地綾薄共八藤紋 49,000 59,000 78,000 115,000 86,000 128,000

３２０匁 ３４０匁 ３６０匁 ３８０匁 ４００匁 ４2０匁

赤輪無唐草穀織 118,000 125,000 130,000 145,000 170,000 200,000

生経練緯 生経練緯重目

紅紗菱紋 56,000 58,000

ミクセル三丁紗 正絹三丁紗紐落 正絹三丁紗紐別

紫地薄共八藤紋 50,000 110,000 135,000

夏単

夏奴袴

奴袴

単

袍

夏袍

御  正  服2



３２０匁 ３４０匁 ３６０匁 ３８０匁 ４００匁 ４2０匁

赤輪無唐草綾織 138,000 145,000 150,000 165,000 200,000 220,000

両練 両練重目

紅綾菱紋 48,000 53,000

シルック羽二重 300匁羽二重 380匁羽二重 350匁塩瀬 480匁塩瀬

紫地 25,000 88,000 105,000 90,000 118,000

３２０匁 ３４０匁 ３６０匁 ３８０匁 ４００匁 ４2０匁

赤輪無唐草穀織 118,000 125,000 130,000 145,000 170,000 200,000

生経練緯 生経練緯重目

紅紗菱紋 56,000 58,000

エステル紗 正絹紗

紫地 35,000 130,000

夏奴袴

袍

単

奴袴

夏袍

夏単

御  正  服 3



３２０匁 ３４０匁 ３６０匁 ３８０匁 ４００匁 ４2０匁

緑無地綾織 138,000 145,000 150,000 165,000 200,000 220,000

両練 両練重目

紅綾菱紋 48,000 53,000

シルック羽二重 300匁羽二重 380匁羽二重 350匁塩瀬 480匁塩瀬

浅黄地 34,000 88,000 105,000 90,000 118,000

３２０匁 ３４０匁 ３６０匁 ３８０匁 ４００匁 ４2０匁

緑無地穀織 118,000 125,000 130,000 145,000 170,000 200,000

生経練緯 生経練緯重目

紅紗菱紋 56,000 58,000

エステル紗 正絹紗

浅黄地 35,000 130,000

夏奴袴

袍

単

奴袴

夏袍

夏単

御  正  服4



正絹交織ミシン仕立 41,000

雲取亀甲に雲鶴 44,000

テトロン固地

つなぎ亀甲に十四菊葉
36,000

39,000

肩裏付

肩裏付

袖裏付

袖裏付

狩衣の在庫状況は itousyoukai.jp でご覧いただけます。

冬狩衣（2 級用平紐露打） 5



テトロン無双織ミシン仕立 33,000

雲立枠地紋に十四菊葉 36,000

テトロン無双織ミシン仕立 33,000

流水地紋に雲鶴 36,000袖裏付

肩裏付

肩裏付

袖裏付

狩衣の在庫状況は itousyoukai.jp でご覧いただけます。

冬狩衣（2 級用平紐露打）6



肩裏付 33,000

袖裏付 36,000

狩衣の在庫状況は itousyoukai.jp でご覧いただけます。

ミクセル固地ミシン仕立

輪無唐草に雲鶴

夏狩衣（2 級用平紐露打） 7



テトロン固地

ミシン仕立

天平小葵に雲鶴
肩裏付 28,000

袖裏付 31,000

テトロン固地

ミシン仕立

肩裏付 28,000

袖裏付 31,000

テトロン固地

ミシン仕立

肩裏付 28,000

袖裏付 31,000

狩衣の在庫状況は itousyoukai.jp でご覧いただけます。

雲鶴

雲鶴

冬狩衣（2 級用平紐露打）8



テトロン三丁紗ミシン仕立

天平雲に向い鳳凰
肩裏付 41,000

袖裏付 44,000

テトロン三丁紗ミシン仕立

雲取亀甲に雲鶴
肩裏付 41,000

袖裏付 44,000

テトロン三丁紗ミシン仕立

つなぎ亀甲に十四菊葉
肩裏付 41,000

袖裏付 44,000

狩衣の在庫状況は itousyoukai.jp でご覧いただけます。

新色：紺地

夏狩衣（2 級用平紐露打） 9



肩裏付 28,000

袖裏付 31,000

テトロン絽ミシン仕立

菊臥蝶

狩衣の在庫状況は itousyoukai.jp でご覧いただけます。

夏狩衣（2 級用平紐露打）10



肩裏付 28,000

袖裏付 31,000

テトロン紋紗ミシン仕立

唐花

狩衣の在庫状況は itousyoukai.jp でご覧いただけます。

夏狩衣（2 級用平紐露打） 11



肩裏付 28,000

袖裏付 31,000

三重菱
テトロン紋紗ミシン仕立

狩衣の在庫状況は itousyoukai.jp でご覧いただけます。

夏狩衣（2 級用平紐露打）12



正絹交織ミシン仕立 40,000

雲取亀甲に雲鶴

テトロン固地

つなぎ亀甲に十四菊葉
35,000

狩衣の在庫状況は itousyoukai.jp でご覧いただけます。

肩裏付

肩裏付

冬狩衣（3 級用丸紐露打） 13



テトロン無双織ミシン仕立 32,000

雲立枠地紋に十四菊葉

テトロン無双織ミシン仕立 32,000

流水地紋に雲鶴

狩衣の在庫状況は itousyoukai.jp でご覧いただけます。

肩裏付

肩裏付

冬狩衣（3 級用丸紐露打）14



肩裏付 32,000

狩衣の在庫状況は itousyoukai.jp でご覧いただけます。

ミクセル固地ミシン仕立

輪無唐草に雲鶴

冬狩衣（3 級用丸紐露打） 15



テトロン固地

ミシン仕立

天平小葵に雲鶴
肩裏付 27,000

テトロン固地

ミシン仕立

肩裏付 27,000

テトロン固地

ミシン仕立

肩裏付 27,000

雲鶴

雲鶴

狩衣の在庫状況は itousyoukai.jp でご覧いただけます。

冬狩衣（3 級用丸紐露打）16



テトロン三丁紗ミシン仕立

天平雲に向い鳳凰
肩裏付 40,000

テトロン三丁紗ミシン仕立

雲取亀甲に雲鶴
肩裏付 40,000

テトロン三丁紗ミシン仕立

つなぎ亀甲に十四菊葉
肩裏付 40,000

狩衣の在庫状況は itousyoukai.jp でご覧いただけます。

新色：紺地

夏狩衣（3 級用丸紐露打） 17



肩裏付 27,000

テトロン絽ミシン仕立

菊臥蝶

狩衣の在庫状況は itousyoukai.jp でご覧いただけます。

夏狩衣（3 級用丸紐露打）18



肩裏付 27,000

テトロン紋紗ミシン仕立

唐花

狩衣の在庫状況は itousyoukai.jp でご覧いただけます。

夏狩衣（3 級用丸紐露打） 19



肩裏付 27,000

テトロン紋紗ミシン仕立

三重菱

狩衣の在庫状況は itousyoukai.jp でご覧いただけます。

夏狩衣（3 級用丸紐露打）20



正絹物は掲載以外にもございますので反物でお選びいただきます。 三丁正絹無双織 亀甲に向い蝶
仕立 正装 唐衣 常装 表着

総裏付 223,000 220,000

口先裏付 203,000 200,000

単仕立 183,000 180,000

唐衣裏地＝羽二重中陪・オメリ付   表着裏地＝羽二重オメリ付 短尺、長尺はお申し付け下さい。

正絹物は掲載以外にもございますので反物でお選びいただきます。

仕立 正装 唐衣 常装 表着

総裏付 163,000 160,000

口先裏付 143,000 140,000

単仕立 123,000 120,000

唐衣裏地＝羽二重中陪・オメリ付   表着裏地＝羽二重オメリ付 短尺、長尺はお申し付け下さい。

テトロン無双織三重菱に向い蝶

冬物表着 常装 表着

オメリ付 50,000

口先オメリ付 45,000

単仕立 35,000

裏地＝テトロンオメリ付

テトロン絽 菊臥蝶
夏物表着 常装 表着

単仕立 30,000

テトロン紗 三重菱
夏物 単 常装用単

単仕立 30,000

※夏物幸菱の化繊はありません。

パールトーン加工は12,000円加算

パールトーン加工は12,000円加算

二丁正絹無双織 三重菱襷に撫子の丸

女 子 装 束 21



仕立 総裏付 口先裏付 単仕立

正装 唐衣 77,000 63,000 40,000

常装 表着 74,000 60,000 40,000

唐衣裏地＝羽二重中陪・オメリ付   表着裏地＝羽二重オメリ付

短尺、長尺はお申し付け下さい。

正絹（捻り） 正絹（くけ） 正絹練薄 テトロン

110,000 90,000 110,000 35,000

標準身丈寸法：2尺8寸5分（108cm）
短尺、長尺はお申し付け下さい。

パールトーン加工は12,000円加算

テトロン三色切返 亀甲に向い蝶
標準身丈寸法

2尺2寸（83cm）

2尺6寸5分（100cm）

幸菱 単

女 子 装 束22



礼装
生地 表着 裏付仕立 表着 単仕立 単

両練精好 7付 120,000 85,000 82,000

両練精好 6付 115,000 80,000 77,000

シルック塩瀬 55,000 35,000 33,000

テトロン精好 50,000 30,000 28,000

生成色テトロン精好 55,000 35,000 33,000

半練精好 60,000 57,000

テトロン無地紗 30,000 28,000

標準身丈寸法
唐衣

表衣

単

短尺、長尺はお申し付け下さい。

ねじ襠袴
一級・二級上 紫 浅黄 白

テトロン混紡 単仕立 12,000

京羽二重 袷仕立 16,000 16,000 16,000

生成色テトロン精好 ﾃﾄﾛﾝ裏付仕立 30,000

シルック羽二重 ﾃﾄﾛﾝ裏付仕立 29,000 29,000

シルック塩瀬 ﾃﾄﾛﾝ裏付仕立 30,000

シルパール ﾃﾄﾛﾝ裏付仕立 30,000 30,000 30,000

正絹羽二重380匁 平絹裏付仕立 86,000 86,000 78,000

正絹塩瀬480匁 平絹裏付仕立 98,000 98,000 96,000

一級・二級上ミクセル固地 ﾃﾄﾛﾝ裏付仕立 46,000

一級・二級上ミクセル二丁 ﾃﾄﾛﾝ裏付仕立 50,000

夏用エステル紗 袷仕立 30,000 30,000 30,000

夏用ミクセル三丁紗 裏付仕立 55,000

帯下寸法をご指定下さい。

参考帯下寸法（個人差がありますので目安として）

身長148cm 身長152cm 身長156cm 身長160cm 身長164cm

2尺2寸（83cm） 2尺2寸5分（85cm） 2尺3寸（87cm） 2尺4寸（91cm） 2尺5寸（95cm）

パールトーン加工は12,000円加算

2尺2寸（83cm）

2尺6寸5分（100cm）

2尺8寸5分（108cm）

生地、仕立

女 子 装 束 23



価格

定番のオールシーズン物 ポリエステル65％綿35％ 5,500

夏用、暑い夏に是非 ポリエステル65％麻35％ 7,500

厚地の春秋冬、三季物 ポリエステル65％綿35％ 6,500

冬用、寒い冬に暖か素材 ポリエステル80％ウール20％ 10,000

寸法表 目安適合身長

SS 153cm前後

S 157cm前後

M 162cm前後

L 167cm前後

LL 172cm前後

身巾広タイプ（身巾8寸､裄1尺8寸）は2000円増し、別誂は5000円増し

価格

定番のオールシーズン物 2,500

肌にくっつきにくい夏用 3,000

起毛がふんわり暖かい 3,200

※身巾広タイプは1000円増し

白帯
種類 価格

マジックベルト 巾10cm×長1ｍ 裏ポケット付 1,500

マジックベルト長尺 巾10cm×長1.2ｍ 裏ポケット付 1,500

マジックベルト細巾 巾5cm×長1.2ｍ 1,000

綿市楽 巾10cm×長約4ｍ 箱入 1,800

正絹市楽 巾10cm×長約4ｍ 箱入 6,000

夏用マジックベルト 巾10cm×長1ｍ 1,500

夏用マジックベルト長尺 巾10cm×長1.2ｍ 1,500

腰紐 巾4cm×長1.5ｍ 800

クレープ 綿75％キュプラ25％

ネル 綿100％

特徴

身丈3尺6寸（136cm）×身巾7寸5分(28cm）×裄1尺7寸（64cm）

婦人半襦袢 普及品 フリーサイズ
生地 特徴

天竺 綿100％

身丈3尺5寸（132cm）×身巾7寸5分(28cm）×裄1尺7寸（64cm）

婦人御白衣 普及品
生地 特徴

テトロンブロード

テトロン麻

厚地テトロンブロード

テトロンウール

身丈×身巾×裄

身丈3尺2寸（121cm）×身巾7寸5分(28cm）×裄1尺7寸（64cm）

身丈3尺3寸（125cm）×身巾7寸5分(28cm）×裄1尺7寸（64cm）

身丈3尺4寸（129cm）×身巾7寸5分(28cm）×裄1尺7寸（64cm）

女 子 装 束24



価格

ふんわり暖かい冬物 ポリエステル65％レーヨン35％ 9,000

形状安定ノーアイロン ポリエステル75％綿25％ 14,000

形状安定ノーアイロン ポリエステル75％綿25％ 13,000

丸洗いOK合用 ポリエステル100％ 16,000

丸洗いOK冬用 ポリエステル100％ 22,000

驚くほど涼しい風通り ポリエステル80％竹原料レーヨン20％ 13,000

紬風に織ったお洒落な化繊 ポリエステル100％ 19,000

暖かく快適、新質感の冬用 ポリエステル100％ 18,000

発熱繊維を使用した冬用 ポリエステル50％アクリル32％レーヨン17％ 18,000

寸法表 目安適合身長

S 157cm前後

M 162cm前後

L 167cm前後

L L 172cm前後

＊印は裾上げ品につき返品交換不可です。ご注意ください。

種類 素材 価格

汗臭くならない抗菌防臭 胴綿100％袖ポリエステル100％ 4,500

汗臭くならない抗菌防臭 胴綿100％袖ポリエステル100％ 5,100

夏用バイオ加工（袖絽） 汗臭くならない抗菌防臭 胴綿100％袖ポリエステル100％ 4,500

ガーゼ半襦袢 汗臭くならない抗菌防臭 胴綿100％袖ポリエステル100％ 4,500

形状安定ノーアイロン ポリエステル75％綿25％ 5,400

形状安定ノーアイロン ポリエステル75％綿25％ 5,400

驚くほど涼しい風通り ポリエステル80％竹レーヨン20％ 6,200

女性用フリーサイズ

種類

合用バイオ加工

冬用バイオ加工（ネル）

セオアルファ（夏用）

セオアルファ（合用）

爽竹

東レ 婦人半襦袢

シルック羽二重

シルック羽二重（袷）

爽竹

シルック能登紬＊

リーバーグ＊

クロスウォーム＊

身丈×身巾×裄

身丈3尺3寸（125cm）×身巾8寸(30cm）×裄1尺6寸5分（62cm）

身丈3尺4寸（128cm）×身巾8寸(30cm）×裄1尺7寸（64cm）

身丈3尺5寸（132cm）×身巾8寸(30cm）×裄1尺7寸（64cm）

身丈3尺6寸（136cm）×身巾8寸(30cm）×裄1尺7寸5分（66cm）

綿混セオアルファー（合用）

東レ 婦人御白衣
生地 特徴

テトレクス

綿混セオアルファー（夏用）＊

女 子 装 束 25



伸縮パレル足袋 張貫製 浅沓 樹脂製 浅沓
規格 伸縮サイズ 価格 標準品 46,000 樹脂製 22,000

Ｓ 21.5～22cm 2,000 特上品 56,000 正絹沓枕・正絹底敷付

Ｍ 22.5～23cm 2,000 正絹沓枕・正絹底敷付 小 24cm

Ｌ 23.5～24.5cm 2,000 九文 23cm 中 25cm

2Ｌ 25～25.5cm 2,000 九文半 23.5～24cm 大 26cm

3Ｌ 26～27cm 2,000 十文 24.5cm

4Ｌ 28～29cm 2,400 十文半 25～25.5cm

十一文 26cm

サイズ 晒底 冬用ネル底

21～28cm各寸 1,800 1,800

29cm 2,000 2,000

30cm 2,500 2,500

婦人用草履 キルク 婦人用草履 重ね
並寸(23cm) 2,400 並寸(23cm) 1,700

大寸（23.5cm) 2,400 大寸（23.5cm) 1,700

特大（25cm) 2,600 特大（25cm) 1,900

婦人用草履 右近しぐれ 婦人用草履 ウレタンしぐれ
大寸（23.5cm) 3,300 大寸（23.5cm) 3,300

特大（25cm) 3,500

キャラコ足袋
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十六橋 10,000 白紐飾 16,000

六色紐飾 16,000

金銀 5,000 絵入 7,500 本金鍍金 33,000

金銀 6,000 絵入 8,500

帖 紙
1尺8寸 11,000 固定型 12,000 白鳥の子 2,000

長型･短型承ります。 紅鳥の子 2,600

ぼんぼり扇 朱塗 ぼんぼり扇 朱塗

額 当 額 当

桧扇 桧扇 十六橋

ぼんぼり扇 白竹 ぼんぼり扇 白竹 釵 子
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格衣 27,000

シルック 菊菱襷 直垂 49,000

正絹交織 格衣 27,000

破れ雲立枠に小葵 直垂 49,000

テトロン三丁紗

天平雲に向い鳳凰

格衣 40,000

テトロン紗

三重菱
格衣 27,000
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価格

紐別仕立 130,000

紐別仕立 140,000

帯下寸法をご指定下さい。

マチ付

価格

テトロン裏付 38,000

テトロン裏付 42,000

シルック固地 紐落仕立 テトロン裏付 44,000

平絹裏付 70,000

平絹裏付 95,000

平絹裏付 77,000

平絹裏付 100,000

裏付仕立 42,000

裏付仕立 47,000

夏用シルック紗 紐落仕立 単仕立 44,000

絵絹裏付 95,000

絵絹裏付 110,000

マチ付

価格

テトロン裏付 38,000

テトロン裏付 42,000

シルック固地 紐落仕立 テトロン裏付 44,000

平絹裏付 70,000

平絹裏付 95,000

平絹裏付 77,000

平絹裏付 100,000

裏付仕立 42,000

裏付仕立 47,000

夏用シルック紗 紐落仕立 単仕立 44,000

絵絹裏付 95,000

絵絹裏付 110,000

帯下寸法をご指定下さい。

参考帯下寸法（個人差がありますので目安として）

身長160cm 身長163cm 身長166cm 身長169cm 身長172cm 身長175cm

2尺1寸5分 （81cm） 2尺2寸 （83cm） 2尺2寸5分 （85cm） 2尺3寸 （87cm） 2尺3寸5分 （89cm） 2尺4寸 （91cm）

夏用正絹三丁紗 紐落仕立

夏用正絹三丁紗 紐別仕立

正絹固地織 紐落仕立

正絹固地織 紐別仕立

正絹無双織 紐落仕立

正絹無双織 紐別仕立

夏用ミクセル三丁紗 紐落仕立

夏用ミクセル三丁紗 紐別仕立

ミクセル二丁 紐落仕立

ミクセル二丁 紐落仕立

正絹固地織 紐落仕立

正絹固地織 紐別仕立

正絹無双織 紐落仕立

正絹無双織 紐別仕立

夏用ミクセル三丁紗 紐落仕立

夏用ミクセル三丁紗 紐別仕立

夏用正絹三丁紗 紐落仕立

夏用正絹三丁紗 紐別仕立

生地、仕立

ミクセル固地 紐落仕立

ミクセル固地 紐落仕立

生地、仕立

白固地綾織白八藤大紋

白練薄白八藤大紋紗

生地、仕立

特級差袴

一級差袴 紫地白八藤紋

帯下寸法をご指定下さい。

二級上差袴 紫地白八藤紋
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マチ付

価格

テトレクス 単仕立 9,500

京羽二重 袷仕立 11,500

シルック羽二重 テトロン裏付仕立 20,000

シルパール テトロン裏付仕立 21,000

正絹羽二重尺巾280匁 平絹裏付仕立 58,000

正絹羽二重尺巾300匁 平絹裏付仕立 60,000

正絹羽二重尺二巾380匁 平絹裏付仕立 77,000

正絹塩瀬尺巾350匁 平絹裏付仕立 66,000

正絹塩瀬尺二巾450匁 平絹裏付仕立 80,000

正絹塩瀬尺二巾480匁 平絹裏付仕立 84,000

サマーウール 単仕立 17,000

エステル紗 袷仕立 20,000

正絹三丁紗 紐落仕立 絵絹裏付仕立 90,000

正絹三丁紗 紐別仕立 絵絹裏付仕立 110,000

腰巾広仕立（1尺）・帯長仕立（前帯10尺､後帯6尺）は化繊2000円増し

マチ付

価格

テトレクス 青鼠色 単仕立 9,500

京羽二重 袷仕立 11,500

シルック羽二重 テトロン裏付仕立 20,000

シルパール テトロン裏付仕立 21,000

正絹羽二重280匁 平絹裏付仕立 58,000

正絹羽二重300匁 平絹裏付仕立 60,000

正絹羽二重380匁 平絹裏付仕立 75,000

正絹塩瀬350匁 平絹裏付仕立 66,000

正絹塩瀬450匁 平絹裏付仕立 84,000

正絹塩瀬480匁 平絹裏付仕立 88,000

クールドライポリエステル 単仕立 14,000

サマーウール 単仕立 17,000

エステル紗 袷仕立 20,000

正絹三丁紗 紐落仕立 絵絹裏付仕立 90,000

正絹三丁紗 紐別仕立 絵絹裏付仕立 110,000

腰巾広仕立（1尺）・帯長仕立（前帯10尺､後帯6尺）は化繊2000円増し

参考帯下寸法（個人差がありますので目安として）

身長160cm 身長163cm 身長166cm 身長169cm 身長172cm 身長175cm

2尺1寸5分 （81cm） 2尺2寸 （83cm） 2尺2寸5分 （85cm） 2尺3寸 （87cm） 2尺3寸5分 （89cm） 2尺4寸 （91cm）

帯下寸法をご指定下さい

二級差袴（紫）
生地、仕立

帯下寸法をご指定下さい

三級差袴（浅黄）
生地、仕立
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※斎服浄衣用は上下共色合います マチ付

価格

テトレクス 単仕立 9,500

京羽二重 袷仕立 11,500

生成色テトロン精好 テトロン裏付仕立 22,000

シルック塩瀬 ※斎服浄衣用 テトロン裏付仕立 21,000

シルパール テトロン裏付仕立 21,000

両練精好6付 ※斎服浄衣用 平絹裏付仕立 70,000

両練精好7付 ※斎服浄衣用 平絹裏付仕立 75,000

正絹羽二重尺巾280匁 平絹裏付仕立 50,000

正絹羽二重尺巾300匁 平絹裏付仕立 52,000

正絹羽二重尺二巾380匁 平絹裏付仕立 70,000

正絹塩瀬尺巾350匁 平絹裏付仕立 58,000

正絹塩瀬尺二巾450匁 平絹裏付仕立 73,000

正絹塩瀬尺二巾480匁 平絹裏付仕立 76,000

クールドライポリエステル 単仕立 14,000

サマーウール 単仕立 17,000

エステル紗 袷仕立 20,000

正絹三丁紗 紐落仕立 絵絹裏付仕立 95,000

正絹三丁紗 紐別仕立 絵絹裏付仕立 115,000

腰巾広仕立（1尺）・帯長仕立（前帯10尺､後帯6尺）は化繊2000円増し

参考帯下寸法（個人差がありますので目安として）

身長160cm 身長163cm 身長166cm 身長169cm 身長172cm 身長175cm

2尺1寸5分 （81cm） 2尺2寸 （83cm） 2尺2寸5分 （85cm） 2尺3寸 （87cm） 2尺3寸5分 （89cm） 2尺4寸 （91cm）

マチ付

価格

生成色テトロン精好 テトロン裏付仕立 38,000

シルック塩瀬 ※斎服浄衣用 テトロン裏付仕立 36,000

シルパール テトロン裏付仕立 36,000

両練精好6付 ※斎服浄衣用 平絹裏付仕立 90,000

両練精好7付 ※斎服浄衣用 平絹裏付仕立 95,000

正絹羽二重尺巾280匁 平絹裏付仕立 70,000

正絹羽二重尺巾300匁 平絹裏付仕立 72,000

正絹羽二重尺二巾380匁 平絹裏付仕立 90,000

正絹塩瀬尺巾350匁 平絹裏付仕立 78,000

正絹塩瀬尺二巾450匁 平絹裏付仕立 93,000

正絹塩瀬尺二巾480匁 平絹裏付仕立 96,000

エステル紗 袷仕立 35,000

正絹三丁紗 紐落仕立 絵絹裏付仕立 120,000

正絹三丁紗 紐別仕立 絵絹裏付仕立 145,000

差袴（白）
生地、仕立

帯下寸法をご指定下さい

奴袴（白）
生地、仕立
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テトロン精好 ﾃﾄﾛﾝ精好 シルック塩瀬 練立精好 5付練立精好5.5付両練精好 6付 両練精好 7付

生成色 ミシン仕立 ミシン仕立 ひねり仕立 ひねり仕立 ひねり仕立 ひねり仕立

斎服袍 50,000 42,000 50,000 94,000 100,000 125,000 130,000

単 26,000 22,000 26,000 40,000 42,000 48,000 50,000

浄衣 30,000 27,000 30,000 60,000 64,000 72,000 75,000

明衣 45,000 37,000 45,000 84,000 88,000 98,000 100,000

差袴(共生地) 22,000 21,000 70,000 75,000

奴袴(共生地) 38,000 36,000 90,000 95,000

夏用 テトロン無地紗 半練精好 練緯無地紗 エステル紗 正絹三丁紗

斎服袍 42,000 90,000 143,000

単 22,000 36,000 57,000

浄衣 27,000 55,000 90,000

明衣 37,000 80,000 126,000

差袴（白） 20,000 95,000

奴袴（白） 35,000 120,000

白 丁 綾木綿白地上下1組
普通品 袴帯下2尺2寸 15,000

大型品 袴帯下2尺3寸 17,000

雑 色 綾木綿 黄、退紅、松葉色あり
綾木綿 18,000

袴帯下2尺5寸、裾紐入り

冬用
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ﾃﾄﾛﾝ精好 練立精好 5付 練立精好 5.5付 両練精好 6付 ﾃﾄﾛﾝ無地紗

ミシン仕立 ひねり仕立 ひねり仕立 ひねり仕立 ミシン仕立

袍 50,000 102,000 108,000 133,000 42,000

単 26,000 43,000 45,000 51,000 22,000

布衣 30,000 64,000 68,000 76,000 27,000

鈍色 ﾃﾄﾛﾝ精好 羽二重300匁 羽二重380匁 塩瀬350匁 エステル紗

差袴 22,000 60,000 75,000 66,000 20,000

奴袴 38,000 88,000 105,000 90,000 35,000

艶消塗本体 44,000 張貫艶消塗 24,000

艶消巻纓 18,000

張貫艶消塗 27,000 1組 2,800

翁掛緒付

神葬祭用御装束

鈍色

神葬祭用 冠 神葬祭用 立烏帽子

神葬祭用 風折烏帽子 手袋マスク
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神葬祭用 樹脂製浅沓 神葬祭用 張貫製浅沓
鈍色 25,000 鈍色 49,000

黒艶消 25,000

九文 23cm

小 24cm 九文半 23.5～24cm

中 25cm 十文 24.5cm

大 26cm 十文半 25～25.5cm

特大 27.5cm 十一文 26cm

別大 ※ 29cm 十一文半 26.5～27cm

特注寸法製作いたします。

鈍色 5,000 スプルース材 8,000

黒骨鈍色 5,800 萌黄錦張 5,000

神葬祭用 中啓 神葬祭用 神依板

神葬祭用品

張貫製浅沓寸法表

樹脂製浅沓寸法表

※別大は￥3,000増し

神葬祭用 祝詞袋 神葬祭用 笏拍子
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価格

定番のオールシーズン物 ポリエステル65％綿35％ 5,500

夏用、暑い夏に是非 ポリエステル65％麻35％ 7,500

厚地の春秋冬、三季物 ポリエステル65％綿35％ 6,500

冬用、寒い冬に暖か素材 ポリエステル80％ウール20％ 10,000

寸法表 目安適合身長

SS 157cm前後

S 162cm前後

M 167cm前後

L 172cm前後

LL 177cm前後

身巾広タイプ（身巾9寸､裄1尺9寸）は2000円増し、別誂は5000円増し

価格

定番のオールシーズン物 2,500

肌にくっつきにくい夏用 3,000

起毛がふんわり暖かい 3,200

※身巾広タイプは1000円増し

Tシャツ半襦袢
種類 価格

盛夏用ドライメッシュ半袖 3,100

合用メリヤス七分袖 3,000

冬用クロスウォーム7分袖 5,000

冬用カシミヤ入カルポカ7分袖 5,100

Mサイズ：胸囲88～96cm、Lサイズ：胸囲96～104cm、LLサイズ：胸囲104～112cm 

綿75％キュプラ25％

綿100％

テトロンウール

半襦袢 普及品 フリーサイズ
生地

身丈3尺6寸（136cm）×身巾8寸5分(32cm）×裄1尺8寸（68cm）

特徴

身丈×身巾×裄

身丈3尺3寸（125cm）×身巾8寸5分(32cm）×裄1尺8寸（68cm）

身丈3尺4寸（128cm）×身巾8寸5分(32cm）×裄1尺8寸（68cm）

身丈3尺5寸（132cm）×身巾8寸5分(32cm）×裄1尺8寸（68cm）

テトロン麻

厚地テトロンブロード

天竺

クレープ

身丈3尺7寸（140cm）×身巾8寸5分(32cm）×裄1尺8寸（68cm）

綿100％

特徴

生地

テトロンブロード

ネル

アクリル85%毛8%ナイロン5&カシミヤ2%

綿60％ポリエステル40％

メリヤス素材

素材

アクリル44%ナイロン28%レーヨン23%ポリウレタン

御白衣 普及品
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価格

ふんわり暖かい冬物 ポリエステル65％レーヨン35％ 9,000

形状安定ノーアイロン ポリエステル75％綿25％ 14,000

形状安定ノーアイロン ポリエステル75％綿25％ 13,000

丸洗いOK合用 ポリエステル100％ 16,000

丸洗いOK冬用 ポリエステル100％ 22,000

驚くほど涼しい風通り ポリエステル80％竹原料レーヨン20％ 13,000

紬風に織ったお洒落な化繊 ポリエステル100％ 19,000

暖かく快適、新質感の冬用 ポリエステル100％ 18,000

発熱繊維を使用した冬用 ポリエステル50％アクリル32％レーヨン17％ 18,000

寸法表 目安適合身長

S 162cm前後

M 167cm前後

L 172cm前後

L L 177cm前後

＊印は裾上げ品につき返品交換不可です。ご注意ください。

種類 素材 価格

汗臭くならない抗菌防臭 胴綿100％袖ポリエステル100％ 4,500

汗臭くならない抗菌防臭 胴綿100％袖ポリエステル100％ 5,100

夏用バイオ加工（袖絽） 汗臭くならない抗菌防臭 胴綿100％袖ポリエステル100％ 4,500

ガーゼ半襦袢 汗臭くならない抗菌防臭 胴綿100％袖ポリエステル100％ 4,500

形状安定ノーアイロン ポリエステル75％綿25％ 5,400

形状安定ノーアイロン ポリエステル75％綿25％ 5,400

驚くほど涼しい風通り ポリエステル80％竹レーヨン20％ 6,200

Mサイズ：身長162～166cm、Lサイズ：身長166～170cm、LLサイズ：身長170～174cm 

爽竹

東レ 半襦袢
種類

合用バイオ加工

冬用バイオ加工（ネル）

セオアルファ（夏用）

セオアルファ（合用）

身丈3尺7寸（140cm）×身巾8寸3分(31.5cm）×裄1尺8寸5分（70cm）

綿混セオアルファー（合用）

シルック羽二重

シルック羽二重（袷）

爽竹

シルック能登紬＊

リーバーグ＊

クロスウォーム＊

身丈×身巾×裄

身丈3尺4寸（125cm）×身巾8寸(30cm）×裄1尺7寸8分（67.4cm）

身丈3尺5寸（132cm）×身巾8寸(30cm）×裄1尺8寸（68cm）

身丈3尺6寸（136cm）×身巾8寸3分(31.5cm）×裄1尺8寸2分（69cm）

綿混セオアルファー（夏用）＊

東レ 御白衣
生地 特徴

テトレクス
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白帯
価格 価格

Ｓ 21.5～22cm 2,000 1,500

Ｍ 22.5～23cm 2,000 巾10cm×長1.2ｍ 裏ポケット付 1,500

Ｌ 23.5～24.5cm 2,000 巾5cm×長1.2ｍ 1,000

2Ｌ 25～25.5cm 2,000 巾10cm×長約4ｍ 箱入 1,800

3Ｌ 26～27cm 2,000 巾10cm×長約4ｍ 箱入 6,000

4Ｌ 28～29cm 2,400 巾10cm×長1ｍ 1,500

巾10cm×長1.2ｍ 1,500

サイズ 晒底 冬用ネル底

21～28cm 1,800 1,800

29cm 2,000 2,000

30cm 2,500 2,500

籐製腕貫 禊用セット
小（17cm） 4,500 男性用 1,500

中（24cm） 5,500 女性用 8,500

大（35cm） 7,500

女性用 男性用

白衣 テトロンブロード 1衣 白衣 テトロンブロード 1衣

半襦袢 天竺 1枚 半襦袢 天竺 1枚

白帯 綿市楽 1本 白帯 綿市楽 1本

白ねじ襠袴 テトロン混紡 1腰 白差袴 テトレクス 1腰

ボンボリ扇 白竹金銀 1面 笏 一位 1本

足袋 キャラコ 1足 足袋 キャラコ 1足

草履 キルク 1足 草履 アメ底 1足

サイズをご指定ください。 サイズをご指定ください。

キャラコ足袋 夏用マジックベルト長尺

伸縮パレル足袋
サイズ 種類 サイズ

マジックベルト

マジックベルト長尺

マジックベルト細巾

綿市楽

正絹市楽

夏用マジックベルト

巾10cm×長1ｍ 裏ポケット付

 褌・鉢巻

 パンツ式上下・鉢巻

講習用品セット 講習用品セット
28,000 24,000
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作業着 作務衣
冬用厚地 上着 3,000 冬用厚地 上着 5,000

ブロード ズボン 3,000 綾木綿 ズボン 4,000

夏用薄地 上着 2,500 夏用薄地 上着 4,500

ブロード ズボン 2,500 綿地 ズボン 4,000

Ｓ・M・L・LLあり Ｓ・M・L・LLあり

夏用作務衣 テトロン麻

上着 5,000 上下セット 11,000

M・Lあり Ｓ・M・L・LLあり

上下セット 11,000

Ｓ・M・L・LLあり

色作務衣 冬用

色作務衣 夏用

薄緑 ピンク 水色 紺

紺若草

裄が短く作業に最適です。

事務・軽作業向いています。

上着・ズボンともゆったりして

普段着に最適です。

袖がゆったりしているので

白衣の上からも着られます。

夏用白衣のテトロン麻で

作務衣を作りました！！

盛夏用にどうぞ。
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繁紋一式 71,000 本皮縁 22,000 本皮縁 30,000

遠紋一式 58,000 別売桐箱 5,000 別売桐箱 5,000

軽便・立型同価 立烏帽子の標準品以外の大型小型製作いたします。納期約1ヶ月

＜冠用部品のみ＞ 標準品同価

繁紋纓のみ 23,000 標準品同価

遠紋纓のみ 16,000 3,000加算

巻纓のみ 16,000

笄のみ 3,000

桐箱のみ 5,000

なるべく頭に合った冠を作るために冠の見本型と採寸具をご用意しておりますのでお申し出ください。

曲物一等 9,000 固定特等 11,000 紙撚（約17m) 800

白絹(約2m) 1,500

新大和錦 2,000 裏付 9,800 裏付 7,800

単 9,000 単 7,000

長31cm×高28cm 標準品：長30cm×高24cm

大型：長33cm 1,000加算

特大：長35cm 2,000加算

（大型）頭周り58cm以上

（特大）頭周り61cm以上

纓挟板 纓挟板 掛 緒

烏帽子入 懐中用高烏帽子本革縁 懐中烏帽子本革縁

（小型）頭周り51cm以下

冠 垂纓付桐箱入 張貫立烏帽子 紗本絞ふくら立烏帽子
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麻製 2,000 麻製 1,700 紐付 16,000

白 2,200 廿五橋 12,000 本皮黒塗 37,000

砂子 2,700

標準品 46,000 黒塗 22,000 桐箱 11,000

特上品 56,000

小 24cm

九文 23cm 中 25cm

九文半 23.5～24cm 大 26cm

十文 24.5cm 特大 27.5cm

十文半 25～25.5cm 別大 ※ 29cm

十一文 26cm

十一文半 26.5～27cm

特注寸法製作いたします。

平礼烏帽子  白丁烏帽子  舟型侍烏帽子

帖 紙 桧 扇 烏皮沓

※別大は￥3,000増し

張貫製 浅沓 樹脂製 浅沓 浅沓用手提箱

正絹沓枕・正絹底敷付 浅沓の寸法をご指示下さい。

正絹沓枕・正絹底敷付
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※各種草履寸法：Ｌ寸25.5cm、ＬＬ寸27cm、3Ｌ寸28cm

アメ底 L 1,700 キルク L 2,400 重ね L 1,800

アメ底 LL 2,200 キルク ＬＬ 2,900 重ね LL 2,300

重ね3L 2,700

右近 L 2,800 右近しぐれL 3,200 皮底皮緒L 4,200

右近 LL 3,300 右近しぐれLL 3,600 皮底皮緒LL 5,600

右近 3L 3,800 右近しぐれ3L 4,300

ウレタンL 2,700 ｳﾚﾀﾝしぐれL 3,000 8寸 3,600

ウレタンLL 3,100 ｳﾚﾀﾝしぐれLL 3,400 8寸3分 3,900

ウレタン3L 3,800 ｳﾚﾀﾝしぐれ3L 4,300 8寸5分 4,200

9寸 4,300

傷んだ身の回り品のお手入れ修理承ります。
10,000

2,000

1,000

13,000

8,000

13,000

30,000

10,000

3,000

3,000

12,000

革縁の取替え修理基本料 15,000

2,000

修理につきましては痛みの程度により追加修理費用を加算させていただくこともございますのでご承知おきください。

立烏帽子
塗替修理 + 掛紐取替基本料 ※塗縁仕上になります。

ビロード張（加算）

桐底交換（加算）

FRP、木彫等 塗替修理基本料

冠修理
本体

玉縁付替え修理基本料

額部全面紗を張替え（加算）

ビロード張（加算）

笄 新調

桐下駄

浅沓修理

PP樹脂製

塗替修理基本料 ※中敷･沓枕取替

ゴム底交換（加算）

再修理2回目から（加算）

張貫製
塗替修理基本料
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小葵 5,000 変り小葵 5,000 小窩紋 5,000

正絹緞子 5,000

一位 一位蛤端 桜 紫檀

錦地 価格 5,000

小葵 5,200 8,000

変り小葵 5,200 12,000

小窩紋 5,200 12,000

笏 袋

祝詞袋祝詞袋祝詞袋

祝詞袋

一位

一位蛤端

桜

紫檀

笏

小葵 変り小葵 小窩紋
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寸法 身丈 身巾 裄

冬物 シルック羽二重 16,000 Ｓ寸 2尺3寸(87cm） 8寸（30cm） 1尺8寸（68cm）

夏物 シルック絽 16,000 Ｍ寸 2尺4寸（91cm） 8寸2分（31cm） 1尺8寸5分（70cm）

別寸誂 6,000加算 Ｌ寸 2尺5寸（94cm） 8寸4分（32cm） 1尺9寸（72cm）

LL寸 2尺5寸8分（98cm） 8寸4分（32cm） 1尺9寸8分（75cm）

寸法 身丈 身巾 裄

冬物 ポリエステル 15,000 Ｍ寸 2尺4寸（91cm） 8寸3分（31.5cm） 1尺8寸5分（70cm）

夏物 ポリエステル絽 15,000 Ｌ寸 2尺5寸（94cm） 8寸5分（32cm） 1尺9寸（72cm）

別寸誂 6,000加算 LL寸 2尺6寸（98cm） 8寸5分（32cm） 1尺9寸5分（74cm）

女性用 2尺1寸（80cm） 8寸（30cm） 1尺7寸7分（67cm）

羽織の紋入れ（樹脂プリント）
一ツ紋 6,000加算 白／平打 2,200

三ツ紋 10,000加算 白／丸打 2,200

五ツ紋 12,000加算 白／平打 5,000

紋をご指定ください。 白／丸打 5,000

複雑な紋は別途型代が 女性用／平打 3,000

入用な場合もございます。

正絹

シルック 黒羽織

ポリエステル 黒羽織

羽織紐

化繊
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テトロンウール 26,000

シルクウール紬 30,000

シルック塩瀬 56,000

本 麻 65,000

綿 45,000

紋入、袴帯下寸法ご指定ください。

朱大傘 国産品

112,000 一文字 5,000

115,000

130,000

9,600 テトロンブロード 8,300

儀典用端折長柄、上質和紙張傘 身丈3尺4寸

傘丈(半径)3尺、全長7尺

四重色糸仕立

黒小袖六重色糸仕立

別珍傘袋

二重色糸仕立

道中袴 マチ付

道中袴 マチ付

裃 小紋染

菅 笠

紺 茶 鼠 焦茶

紺 鼠 茶
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大 66×40×9.5cm 14,000 55×40×10cm 16,000

中 50×37×9.5cm 11,600

小 42×30×9.5cm 10,000

85×53×11cm 30,000

大 66×41×11cm 42,000

小 56×39×11cm 38,800

12,000

ニ四巾（90cm） 1,200

三巾（105cm） 1,300

四巾（140cm） 2,200 8,500

全長110cm、直径130cm

全長99cm、直径130cm

風呂敷 綿紬紺地

装束カバン 
紺ソフトケース／正服用大型

紺ソフトケース／狩衣用

装束カバン 

ナイロン製／紺色・カーキ色

装束カバン 

黒カブロン製

装束カバン 

差掛洋傘(ジャンプ傘)

差掛洋傘
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正服収納可

外寸法 巾91cm×高81cm×奥行61cm 外寸法 巾61cm×高81cm×奥行91cm

引出内寸法 巾81cm×奥行50cm×深さ5cm 引出内寸法 巾50cm×奥行81cm×深さ5cm

巾81cm×奥行50cm×深さ12cm 巾50cm×奥行82cm×深さ12cm

115,000 108,000

ご希望の引出し段数ご指示いただけます。 ご希望の引出し段数ご指示いただけます。

220,000 340,000

別注品・特注サイズも承ります。

巾91cm×高81cm×奥行61cm 巾98cm×高180cm×奥行62cm

総桐無垢材 外部栓材、引出内部桐材無垢

総桐装束タンス 大型装束タンス

横型簡易装束タンス 縦型簡易装束タンス

外部桧葉材、引出内部桐材無垢 外部桧葉材、引出内部桐材無垢
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一等品 22,000 特等品 23,000 特等品 30,000 木製 20,000

補充鈴 1,200

五色鈴緒
2尺5寸 6,000

5尺 11,000

6尺5寸 13,000

2尺5寸 3,000

5尺 5,000

6尺 6,000

600

8,000

優美末広型仕立 1,000丈長（紙製）

ミ
ナ
ロ
ン

子供神楽･ご祈祷用

舞用

舞用

のし紙

垂髪

朱塗鈴台

正
絹

子供神楽･ご祈祷用

舞用

浦安正装用

針金吊式の従来品 吊釻式の軸が曲がりにくい構造

神楽鈴 神楽鈴 鉾先舞鈴

御   装   束 47



舞 扇

白扇 640 日の丸 1,600 ボカシ 2,000 砂子鶴 3,500

一等 金雲入

花鳥 極彩色

桧扇の修理
糸かがり修理 松飾り

要金具修理 六色紐飾り

35,000

桧 扇

100,00040,000

桧 扇 桧 扇 三十二橋

40,000

桧 扇

4,000より 6,500

桧扇補修部品
5,000より 5,000
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身巾 前身丈 後身丈 裄 正絹 シルック

若松鶴柄 8寸(30cm) 2尺4寸（91cm) 2尺8寸(106cm) 2尺2寸(83cm) 40,000 18,000

浦安用菊柄 8寸(30cm) 2尺7寸5分（104cm) 2尺5寸(94cm) 2尺2寸(83cm) 40,000 18,000

若松鶴柄 7寸5分（28cm) 2尺1寸5分(81cm) 2尺4寸(91cm) 2尺5分(77cm) 40,000 18,000

浦安用菊柄 7寸5分（28cm) 2尺4寸(91cm) 2尺1寸5分(81cm) 2尺5分(77cm) 40,000 18,000

千 早 大人用のみ

9,000 種類 生地 大人用 子供用

13,000 緋袴 テトレクス 9,500 9,500

白衣 テトロンブロード 5,500 5,500

半襦袢 天竺 2,500 2,500

女子の参考袴帯下寸法（個人差がありますので目安として）

学年 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生

平均身長 127cm 133cm 140cm 146cm

適応袴寸法 1尺9寸 2尺 2尺1寸 2尺2寸 2尺2寸5分 2尺3寸 2尺4寸

大人用は腰巾9寸、子供用は腰巾7寸5分です。

白衣寸法表 身丈 身巾 裄 目安適合身長

子供用 3尺（113cm） 8寸(30cm） 1尺6寸（60cm） 小学校高学年

大人/SS 3尺2寸（125cm） 8寸5分(32cm） 1尺7寸（64cm） 153cm前後

大人/S 3尺3寸（128cm） 8寸5分(32cm） 1尺7寸（64cm） 157cm前後

大人/M 3尺4寸（132cm） 8寸5分(32cm） 1尺7寸（64cm） 162cm前後

大人/L 3尺5寸（136cm） 8寸5分(32cm） 1尺7寸（64cm） 167cm前後

千 早
千早寸法表

大人用

子供用

巫女・舞装束
テトロン無地

シルックン無地

身長152cm 身長156cm 身長160cm
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サイズ スポンジ底 重ね底 価格

並寸(23cm) 1,200 1,700 Ｓ 21.5～22cm 2,000

大寸(23.5cm) 1,200 1,700 Ｍ 22.5～23cm 2,000

特大(25cm) 1,400 1,900 Ｌ 23.5～24.5cm 2,000

2Ｌ 25～25.5cm 2,000

菊花 5,000

菊花 35,000

直径4寸5分 20,000

直径3寸5分 17,000 梅花 35,000

花簪

天冠（日月飾）

天冠（鳳凰飾）

草履 赤鼻緒

サイズ

前天冠

伸縮パレル足袋

前天冠
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趣意､日程､参加費用

申込先､締切日等が

ご案内 お決まりですか？

参加要項 各種印刷物の

ご用意いたします。

申込用紙 ポスター

稚児参宮貸衣装 別途買取品（記念品）

男児 2,200 手提袋 160

女児 2,200 袋詰菓子 550

550 幸運鈴 680

330 その他記念絵馬・神矢・御守等

履物のご用意は買い取りになります。

稚児参宮
御造営、修築等奉祝、例大祭、記念事業に

金烏帽子、肩衣、袴

天冠、肩衣、袴

別途貸物
白衣

しごき帯

御   装   束 51


