
ページ数 項番 柄名 商品種別 商品番号 サイズ 税込価格 商品種別 商品番号 サイズ 税込価格

小・中・大 \7,875 小・中・大 \16,590

特大 \7,875 特大 \17,850

巾広（肥満） \8,925 巾広（肥満） \18,900

１・２・３号 \4,200

４・５号 \5,198

７号 \5,775

小・中・大 \6,825

特大 \7,350

巾広（肥満） \7,875

小・中・大 \6,510 小・中・大 \14,490

特大 \6,930 特大 \15,540

巾広（肥満） \7,560 巾広（肥満） \16,800

１・２・３号 \4,095 １・２・３号 \9,240

４・５号 \5,040 ４・５号 \11,130

７号 \5,565 ７号 \12,180

小・中・大 \6,825 小・中・大 \14,910

特大 \7,350 特大 \16,170

巾広（肥満） \7,875 巾広（肥満） \17,220

小・中・大 \6,825 小・中・大 \14,910

特大 \7,350 特大 \16,170

巾広（肥満） \7,875 巾広（肥満） \17,220

１・２・３号 \2,993 １・２・３号 \6,563

1･2 桜と蝶（紫・ピンク） 0031513 ４・５号 \3,413 0121513 ４・５号 \7,455

3･4 舞桜（円地・紺） 0031515 ７号 \3,780 0121515 ７号 \8,295

5･6 雲龍（グレー・黒） 0031509 小・中・大 \4,568 0121509 小・中・大 \9,870

7･8 風神雷神（ベージュ・黄） 0031511 特大 \4,830 0121511 特大 \10,343

巾広（肥満） \5,145 巾広（肥満） \10,920

ページ数 項番 商品名・柄名

1 手拭　印袢天

2 手拭　水玉

3 手拭　こうもり

4 手拭　紅梅　菊

5 手拭　桜市松

6 巾着　紅梅　菊

7 巾着　水玉

8 巾着　桜市松

9 巾着　こうもり

10 巾着　雲龍（グレー）

11・15

ポシェット　風神雷神

　（黄・ベージュ）

12 ポシェット　桜と蝶（ピンク）

13 ポシェット　舞桜（紺）

14 ポシェット　雲龍（黒）

浅草中屋スタイルブックⅢ対応価格表・2013年4月版

※当価格表の価格は2013年4月9日時点でのものです。

※価格は、予告なく変更になる場合がございます。

※価格は、消費税率5％での税込価格です。

0121571

0031711

鯉口シャツ

鯉口シャツ

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

9

1 桜市松 0031571

5･6

7･8

商品種別

手拭い

手拭い

手拭い

01217064

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

印袢天 鯉口シャツ 0031706

0121711こうもり3

0121708紅梅　菊 00317085 鯉口シャツ

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

鯉口シャツ

水玉2

鯉口シャツ

0031707

手拭い

手拭い

巾着

巾着

巾着

巾着

巾着

ポシェット

ポシェット

ポシェット

ポシェット

商品番号

0071706

0071707

0071711

0071708

0071571

0081708

0081710

0081571

0081711

0081517

0082519

0082521

0082523

0082517

サイズ

長尺

長尺

長尺

長尺

長尺

大人

大人

大人

大人

大人

大人

大人

大人

大人

税込価格

\1,260

\1,365

\1,260

\1,365

\1,470

\1,890

\1,890

\1,890

\1,890

\1,680

\840

\840

\840

\840
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ページ数 項番 柄名 商品種別 商品番号 サイズ 税込価格 商品種別 商品番号 サイズ 税込価格

小・中・大 \7,350 小・中・大 \15,960

特大 \7,875 特大 \17,220

巾広（肥満） \8,400 巾広（肥満） \18,480

2･3 鯉（紺・円地） 0036806 小・中・大 \4,568 0126806 小・中・大 \9,870

4･5 唐獅子牡丹（黒・ﾍﾞｰｼﾞｭ） 0036802 特大 \4,830 0126802 特大 \10,343

6･7 巴龍（黒・ベージュ） 0036804 巾広（肥満） \5,145 0126804 巾広（肥満） \10,920

小・中・大 \5,985 小・中・大 \13,335

特大 \6,300 特大 \14,175

巾広（肥満） \6,720 巾広（肥満） \15,225

小・中・大 \6,825 小・中・大 \14,910

特大 \7,350 特大 \16,170

巾広（肥満） \7,875 巾広（肥満） \17,220

小・中・大 \7,140 小・中・大 \15,540

特大 \7,560 特大 \16,485

巾広（肥満） \7,875 巾広（肥満） \17,325

小・中・大 \6,825 小・中・大 \14,910

特大 \7,350 特大 \16,170

巾広（肥満） \7,875 巾広（肥満） \17,430

小・中・大 \4,568 小・中・大 \9,870

特大 \4,830 特大 \10,343

巾広（肥満） \5,145 巾広（肥満） \10,920

小・中・大 \6,300 小・中・大 \14,175

特大 - 特大 -

巾広（肥満） - 巾広（肥満） -

小・中・大 \6,825 小・中・大 \14,910

特大 \7,350 特大 \16,170

巾広（肥満） \7,875 巾広（肥満） \17,220

小・中・大 \5,250 小・中・大 \11,550

特大 \5,513 特大 \12,128

巾広（肥満） \5,775 巾広（肥満） \12,810

小・中・大 \6,825 小・中・大 \14,910

特大 \7,350 特大 \16,170

巾広（肥満） \7,875 巾広（肥満） \17,430

小・中・大 \6,825 小・中・大 \15,120

特大 \7,350 特大 \16,275

巾広（肥満） \7,875 巾広（肥満） \17,325

小・中・大 \7,140 小・中・大 \15,540

特大 \7,560 特大 \16,485

巾広（肥満） \7,875 巾広（肥満） \17,325

小・中・大 \7,140 小・中・大 \14,910

特大 \7,665 特大 \16,170

巾広（肥満） \8,190 巾広（肥満） \17,430

小・中・大 \7,350 小・中・大 \16,065

特大 \7,875 特大 \17,325

巾広（肥満） \8,400 巾広（肥満） \18,585

小・中・大 \7,350 小・中・大 \16,065

特大 \7,875 特大 \17,325

巾広（肥満） \8,400 巾広（肥満） \18,585

小・中・大 \7,350 小・中・大 \15,960

特大 \7,875 特大 \17,220

巾広（肥満） \8,400 巾広（肥満） \18,480

小・中・大 \7,350 小・中・大 \16,065

特大 \7,875 特大 \17,325

巾広（肥満） \8,400 巾広（肥満） \18,585

小・中・大 \7,140 小・中・大 \15,645

特大 \7,665 特大 \16,800

巾広（肥満） \8,190 巾広（肥満） \18,060

小・中・大 \7,140 小・中・大 \15,645

特大 \7,665 特大 \16,800

巾広（肥満） \8,190 巾広（肥満） \18,060

小・中・大 \7,350 小・中・大 \16,275

特大 \7,665 特大 \17,430

巾広（肥満） \8,190 巾広（肥満） \18,480

小・中・大 \9,240 小・中・大 \18,480

特大 \9,240 特大 \18,480

巾広（肥満） \9,765 巾広（肥満） \19,530

１・２・３号 \2,993

４・５号 \3,413

７号 \3,780

小・中・大 \4,568

特大 \4,830

巾広（肥満） \5,145

0122716

0122715

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0126570

金魚（白・黒）

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0125403

鯉口シャツ 0036560

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

骸骨

隈取

8

9

0036700

紅梅　朝顔 鯉口シャツ

7 刺子　風神雷神 鯉口シャツ

6 刺子　龍 0126560

5

0125352

4 紅梅　桜 鯉口シャツ 0035404

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0125404

3 縞桜 鯉口シャツ

17･18

鯉口シャツ

鯉口シャツ

唐獅子（赤・紺・黒）

8

9

10

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0121815

2 桜吹雪 鯉口シャツ 0035405

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0125405

1 渦巻

0121820

14 乱格子　菊 鯉口シャツ 0035353

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0125353

木遣纏 鯉口シャツ

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

13･14

12

15･16

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0031811

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

紅型　花　（赤）

11

鯉口シャツ

0121811

7 藤 鯉口シャツ 0032717

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0122717

6 麻の葉 鯉口シャツ

0126581

4 助六　→　傘と隈取

5 かえる（緑） 鯉口シャツ 0036581

鯉口シャツ 0036557

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0126780

01265710036571

0036780

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0126557

3

0125362

0125364

0126559

0121830

三つ葉

鯉口シャツ

0035362

10

0125360

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0035364

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0036559

0031830

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0031820

鯉口シャツ

鯉口シャツ

1 流水桜 鯉口シャツ

1･2

8･9･11

10･13

雷龍（黄・ｸﾞﾚｰ・ﾋﾟﾝｸ）

宵桜（ピンク・黒）

唐虫　桜

0031815

0035360

0036570

鯉口シャツ

鯉口シャツ

鯉口シャツ

0035403

0035352

0032716

0032715

鯉口シャツ
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ページ数 項番 商品名・柄名 商品種別 商品番号 サイズ 税込価格 サイズ 税込価格

１・２・３号 \4,305

４・５号 \5,303

７号 \5,880

小・中・大 \6,510

特大 \6,930

巾広（肥満） \7,560

１・２・３号 \5,985

４・５号 \6,563

７号 \7,088

１尺６寸・１尺６寸５分

１尺７寸・１尺７寸５分

１尺８寸・１尺８寸５分

１尺９寸・１尺９寸５分

２尺

２尺１寸・２尺２寸 \9,503

２尺３寸・２尺４寸 \10,290

２尺６寸 \11,078

２尺８寸 \12,180

１・２・３号 \5,985

４・５号 \6,563

７号 \7,088

小 \8,348 女性用　小極細 \8,348

中 \8,348 女性用　小細 \8,348

中フト \8,820 女性用　小 \8,348

中丈長 \8,820 女性用　小フト \8,820

中超丈長 \8,820 女性用　中極細 \8,348

大 \8,348 女性用　中細 \8,348

大フト \8,820 女性用　中 \8,348

大特フト \9,450 女性用　中フト \8,820

大丈長 \8,820 女性用　中特フト \9,450

大超丈長 \9,450 女性用　大極細 \8,348

特大 \8,820 女性用　大細 \8,348

特大フト \9,450 女性用　大 \8,348

特長 \9,450 女性用　大フト \8,820

超特長 \11,025 女性用　特大細 \8,820

巾広 \9,450 女性用　特大 \8,820

巾広フト \11,025 女性用　特大フト \9,450

巾広丈長 \10,080 女性用　巾広 \9,450

巾広丈長フト \11,025 女性用　巾広フト \11,025

小・中・大 \6,090

特大 \6,510

巾広（肥満） \7,140

１尺７寸・１尺７寸５分

１尺８寸・１尺８寸５分

１尺９寸・１尺９寸５分

２尺

２尺１寸・２尺２寸 \9,923

２尺３寸・２尺４寸 \10,710

２尺６寸 \11,498

２尺８寸 \12,600

小 \11,603

中 \11,603

中フト \12,233

中丈長 \12,233

大 \11,603

大フト \12,233

大丈長 \12,233

特大 \12,233

特大フト \13,020

特長 \13,020

巾広 \13,020

巾広フト \15,225

巾広丈長 \14,123

巾広丈長フト \15,225

股引 0020300股引江戸一カシミヤ　黒　裏付6

鯉口シャツ

股引股引江戸一藍染3

腹掛腹掛江戸一藍染

\8,978

\8,873

4 網に魚

2

腹掛江戸一カシミヤ　黒　裏付5

19

0035366

鯉口シャツ 0036555

腹掛 0010300

0010100

0020100

1 しじら織　千鳥
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ページ数 項番 商品名・柄名 商品種別 商品番号 サイズ 税込価格 サイズ 税込価格

１・２・３号 \3,780

４・５号 \4,410

７号 \4,935

小・中・大 \5,775

特大 \6,300

巾広（肥満） \6,825

１尺７寸・１尺８寸

１尺９寸・２尺

２尺１寸・２尺２寸 \7,245

２尺３寸・２尺４寸 \7,875

２尺６寸 \8,505

２尺８寸 \9,450

小 \9,450 特大 \10,080

中 \9,450 特大フト \10,868

中フト \10,080 特長 \10,868

中丈長 \10,080 巾広 \10,868

大 \9,450 巾広フト \13,073

大フト \10,080 巾広丈長 \11,970

大丈長 \10,080 巾広丈長フト \13,073

１・２・３号 \3,413

４・５号 \3,990

７号 \4,410

小・中・大 \5,250

特大 \5,513

巾広（肥満） \5,775

小・中・大 \5,775

特大 \6,090

巾広（肥満） \6,615

小 \4,410 女性用　小極細 \4,410

中 \4,410 女性用　小細 \4,410

中フト \4,725 女性用　小 \4,410

中丈長 \4,725 女性用　小フト \4,725

大 \4,410 女性用　中極細 \4,410

大フト \4,725 女性用　中細 \4,410

大丈長 \4,725 女性用　中 \4,410

特大 \4,725 女性用　中フト \4,725

特大フト \5,040 女性用　中特フト \5,040

特長 \5,040 女性用　大極細 \4,410

巾広（肥満） \5,040 女性用　大細 \4,410

女性用　大 \4,410

女性用　大フト \4,725

女性用　特大細 \4,725

女性用　特大 \4,725

女性用　特大フト \5,040

女性用　巾広（肥満） \5,040

小・中・大 \3,570

特大 \3,780

巾広（肥満） \4,095

超巾広（超肥満） \4,515

１・２・３号 \3,465

４・５号 \3,885

７号 \4,410

小・中・大 \6,825

特大 \7,140

巾広（肥満） \7,350

１・２・３号 \3,465 大丈長 \7,140

４・５号 \3,885 特大 \7,140

７号 \4,410 特大フト \7,350

小 \6,825 特長 \7,350

中 \6,825 巾広（肥満） \7,350

中フト \7,140 巾広フト（肥満フト） \7,665

中丈長 \7,140 巾広丈長（肥満丈長） \7,665

大 \6,825

大フト \7,140

１・２・３号 \4,095

４・５号 \5,040

７号 \5,565

小・中・大 \6,825

特大 \7,350

巾広（肥満） \7,875

13

14

腹掛江戸一

　　　綿コーマ　黒

9

8

11

鯉口シャツ 0036580どくろ7

腹掛 0010400

10

0020400股引

股引江戸一

　　　綿コーマ　黒　裏付

鯉口シャツ

16

腹掛腹掛中屋カシミヤ　黒 0011200

0021200股引

0036510鯉口シャツ

15

山桜

0011150

0036380桜花

股引中屋カシミヤ　黒

鯉口シャツ中屋晒

腹掛中屋　紺　大人用

鯉口シャツ

20

巾広丈長フト

　　（肥満丈長フト）

12 股引中屋　紺　大人用 股引 0021150

\6,773

0031300

腹掛

\7,980

巾広フト（肥満フト）

巾広丈長

　（肥満丈長）

\5,775

\5,355

巾広丈長フト

　　（肥満丈長フト）

\5,775

女性用　巾広フト

（肥満フト）

\5,775
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ページ数 項番 商品名 商品種別 商品番号 サイズ 税込価格 サイズ 税込価格

小・中・大 \5,985

特大 \6,458

巾広（肥満） \7,088

小 \4,410 女性用　小極細 \4,410

中 \4,410 女性用　小細 \4,410

中フト \4,673 女性用　小 \4,410

中丈長 \4,673 女性用　小フト \4,673

大 \4,410 女性用　中極細 \4,410

大フト \4,673 女性用　中細 \4,410

大丈長 \4,673 女性用　中 \4,410

特大 \4,673 女性用　中フト \4,673

特大フト \4,988 女性用　中特フト \4,988

特長 \4,988 女性用　大極細 \4,410

巾広（肥満） \4,988 女性用　大細 \4,410

巾広フト（肥満フト） \5,355 女性用　大 \4,410

巾広丈長（肥満丈長） \5,355 女性用　大フト \4,673

０・１・２・３号 \2,363 小・中・大 \3,780

４・５号 \2,783 特大 \4,043

７号 \3,150 巾広 \4,358

超巾広 \5,145

女性用　38･40･42･44･46･48･50cm \1,943

女性用　52･54･56cm \2,100

女性用　58･61･64cm \2,363

女性用　67･70cm \2,573

小・中・大 \5,460

特大 \5,775

巾広 \6,143

超巾広 \7,088

女性用　小極細 \4,305 女性用　大極細 \4,305

女性用　小細 \4,305 女性用　大細 \4,305

女性用　小 \4,305 女性用　大 \4,305

女性用　小フト \4,568 女性用　大フト \4,568

女性用　中極細 \4,305 女性用　特大細 \4,568

女性用　中細 \4,305 女性用　特大 \4,568

女性用　中 \4,305 女性用　特大フト \4,778

女性用　中フト \4,568 女性用　巾広 \4,778

女性用　中特フト \4,778 女性用　巾広フト \5,565

小・中・大 \5,775

特大 \6,090

巾広 \6,458

超巾広 \7,403

１・２・３号 \2,835 大丈長 \4,358

４・５号 \3,255 特大 \4,358

７号 \3,623 特大フト \4,568

小 \4,095 特長 \4,568

中 \4,095 巾広 \4,568

中フト \4,358 巾広フト \5,355

中丈長 \4,358 巾広丈長 \4,988

大 \4,095 巾広丈長フト \5,355

大フト \4,358

小・中・大 \4,410

特大 \4,620

巾広（肥満） \4,935

小・中・大 \4,095

特大 \4,358

巾広（肥満） \4,725

小 \4,725 特大 \4,935

中 \4,725 特大フト \5,250

中フト \4,935 特長 \5,250

中丈長 \4,935 巾広（肥満） \5,250

大 \4,725 巾広フト（肥満フト） \5,565

大フト \4,935 巾広丈長（肥満丈長） \5,565

大丈長 \4,935

小・中・大 \2,993

特大 \3,255

巾広 \3,570

超巾広 \4,200

42･44･46･48･50cm \1,838

52･54･56cm \1,995

58･61･64cm \2,205

67･70cm \2,468

巾広丈長フト

　（肥満丈長フト）

\5,775

巾広丈長フト

　（肥満丈長フト）

\5,828

9 股引中屋晒天女 股引 0021400

股引

股引江戸一晒

0030400

股引江戸一晒厚織

股引 0020600

0020650

鯉口シャツ

鯉口シャツ江戸一

半長尺　晒

3

0030600

0029150半股引

鯉口シャツ江戸一

長尺　晒

5

半股引江戸一晒厚織2

0031400鯉口シャツ

0030500鯉口シャツ

0011300腹掛腹掛中屋晒　大人用8

002910011

0035000半袖シャツ半袖シャツ江戸一晒10

21

半股引江戸一晒 半股引

4

6

鯉口シャツ鯉口シャツ江戸一晒1

鯉口シャツ中屋

　晒天女

7

0021100

17

腹掛中屋硫化染

　黒　大人用

腹掛 0011100

20

18

股引中屋硫化染

　黒　大人用

股引
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ページ数 項番 商品名 商品種別 商品番号 サイズ 税込価格

１・２・３号 \2,520

４・５号 \2,940

７号 \3,308

小・中・大 \4,200

大丈長 \4,515

特大 \4,515

特長 \4,830

巾広 \4,830

超巾広 \5,460

１・２・３号 \2,940

４・５号 \3,308

７号 \3,728

小・中・大 \4,253

大丈長 \4,673

特大 \4,673

特長 \5,040

巾広 \5,040

超巾広 \5,828

小・中・大 \5,198

大丈長 \5,618

特大 \5,618

特長 \5,985

巾広 \5,985

超巾広 \6,773

小・中・大 \5,198

大丈長 \5,513

特大 \5,513

特長 \5,828

巾広 \5,828

超巾広 \6,458

小・中・大 \5,355

大丈長 \5,775

特大 \5,775

特長 \6,143

巾広 \6,143

超巾広 \6,930

小・中・大 \6,405

大丈長 \6,773

特大 \6,773

特長 \7,193

巾広 \7,193

超巾広 \7,980

小・中・大 \11,340

大丈長 \12,233

特大 \12,233

特長 \13,073

巾広 \13,073

超巾広 \14,648

小・中・大 \12,233

大丈長 \13,335

特大 \13,335

特長 \14,595

巾広 \14,595

超巾広 \16,485

未掲載

ダボ下　江戸一　綿無地　ヒモ

　（黒・グレー・紺）

ダボ股引 0092750

14・16・18

未掲載

ダボ下　　江戸一　綿晒　ゴム 0092800

0092700

ダボ上　江戸一　綿晒12 0092600ダボシャツ

22

ダボ股引

15・17・19

ダボ上　　江戸一　綿無地

　（黒・グレー・紺）

ダボシャツ

ダボ下　江戸一　綿無地　ゴム

　（黒・グレー・紺）

ゴムズボン

ダボゴムズボン

ダボ下　江戸一　綿晒　ヒモ

13

0092650

0092100

20・23

ダボ上下　江戸一　TCゴム

　（白・黒・グレー・紺）

　※白のみ小サイズあり。

ダボ上下組（ゴム） 0092200

ダボ上下　江戸一　TCヒモ

　（白・黒・グレー・紺）

　※グレーのみ小サイズなし。

ダボ上下組（ヒモ）21・22

0092850
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ページ数 項番 商品名・柄名 商品種別 商品番号 サイズ 税込価格 商品種別 商品番号 サイズ 税込価格

１・２・３号 \3,413 １・２・３号 \7,875

４・５号 \3,990 ４・５号 \9,030

７号 \4,410 ７号 \9,660

2･3 鯉（円地・紺） 0036806 １・２・３号 \2,993 0126806 １・２・３号 \6,563

4･5 唐獅子牡丹（ベージュ・黒） 0036802 ４・５号 \3,413 0126802 ４・５号 \7,455

6･7 巴龍（黒・ベージュ） 0036804 ７号 \3,780 0126804 ７号 \8,295

１・２・３号 \4,725 １・２・３号 \10,500

４・５号 \5,880 ４・５号 \12,810

７号 \6,510 ７号 \14,175

１・２・３号 \3,990 １・２・３号 \9,240

４・５号 \4,725 ４・５号 \10,710

７号 \5,250 ７号 \12,390

１・２・３号 \3,308 １・２・３号 \7,718

４・５号 \3,780 ４・５号 \8,243

７号 \4,410 ７号 \9,660

１・２・３号 \4,095 １・２・３号 \9,240

４・５号 \5,040 ４・５号 \11,130

７号 \5,565 ７号 \12,180

１・２・３号 \4,095 １・２・３号 \9,240

４・５号 \5,040 ４・５号 \11,130

７号 \5,565 ７号 \12,180

１・２・３号 \4,515 １・２・３号 \9,975

４・５号 \5,513 ４・５号 \11,865

７号 \6,090 ７号 \13,125

１・２・３号 \4,305 １・２・３号 \9,450

４・５号 \5,303 ４・５号 \11,235

７号 \5,880 ７号 \12,495

１・２・３号 \3,780

４・５号 \4,410

７号 \4,935

小・中・大 \5,775

特大 \6,300

巾広（肥満） \6,825

１・２・３号 \2,310

４・５号 \2,730

７号 \3,098

１・２・３号 \2,205

４・５号 \2,520

７号 \2,888

１・２・３号 \4,305

４・５号 \5,303

７号 \5,880

小・中・大 \6,510

特大 \6,930

巾広（肥満） \7,560

１・２・３号 \2,310

４・５号 \2,730

７号 \3,098

１・２・３号 \2,205

４・５号 \2,520

７号 \2,888

1･3 のしめ（紫・円地） 0000207

2 一番組 0000201

4 まとい　紺 0000203

5･7 纏づくし（紺・円地） 0000100

6 巴 0000100

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0126571

※「５．子供袢天　纏づくし　紺」の背紋の

　色は赤になります。

子供袢天

１号 \3,360

２号 \3,675

３号 \4,410

鯉口シャツ

鯉口シャツ

0013000

鯉口シャツ

腹掛

0014000

0024000

鯉口シャツ 0035366

0023000股引12 股引中屋　紺　子供用

9

腹掛

しじら織　千鳥11

股引

13 腹掛中屋　紺　子供用

かえる（緑）

10 腹掛中屋　黒　子供用

股引中屋　黒　子供用

7

隈取

3･5

4

27

25･26 8 どくろ

蝶

1

2

うさぎ（水色・ピンク）

山桜

6

0036580

0125368

鯉口シャツ 0035364

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0125364

0035368

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

鯉口シャツ

鯉口シャツ 0036556

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0126556

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0126581

0036510

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0126510

渦巻8

鯉口シャツ 0036571三つ葉

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0126380

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

24

1

鯉口シャツ 0031815

上下組

（鯉口シャツ

＋股引）

0121815

桜花 鯉口シャツ 0036380

鯉口シャツ 0036581
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ページ数 項番 商品名 商品種別 商品番号 サイズ 税込価格 備考

14/15/16cm \945

17/18/19/20cm \998

21/21.5/22/22.5cm \1,019

23/23.5/24/24.5/25/25.5/26cm \1,029

26.5/27cm \1,071

28cm \1,208

29cm \1,313

14/15/16cm \924

17/18/19/20cm \977

21/21.5/22/22.5cm \998

23/23.5/24/24.5/25/25.5/26cm \1,019

26.5/27cm \1,050

28cm \1,187

29cm \1,292

14/15cm \1,680 3枚コハゼ

16cm \1,680

17/18cm \1,890

19/20cm \1,890

21/21.5/22cm \2,100

22.5cm \2,310

23/23.5/24/24.5/25/25.5/26cm \2,310

26.5/27cm \2,363

27.5/28cm \2,415

29cm \2,468

30cm \2,520

14/15cm \1,575 3枚コハゼ

16cm \1,575

17/18cm \1,680

19/20cm \1,680

21/21.5/22cm \1,890

22.5cm \2,048

23/23.5/24/24.5/25/25.5/26cm \2,048

26.5/27cm \2,100

27.5/28cm \2,153

29cm \2,205

30cm \2,258

13/14/15/16cm \1,680

17/18/19/20cm \1,890

21/21.5/22cm \2,100

22.5/23/23.5/24cm \2,310

13/14/15/16cm \1,680

17/18/19/20cm \1,890

13/14/15/16cm \1,575

17/18/19/20cm \1,680

22.5/23/24/24.5/25/25.5/26cm \3,360

26.5/27cm \3,465

28cm \3,518

29cm \3,570

30cm \3,623

22.5/23/24/24.5/25/25.5/26cm \3,255

26.5/27cm \3,360

28cm \3,413

29cm \3,465

30cm \3,518

22.5/23/24/24.5/25/25.5/26cm \3,150

26.5/27cm \3,255

28cm \3,308

29cm \3,360

30cm \3,413

13

エアー地下足袋６枚馳　（藍）

（エアージョグ）

地下足袋 0060950

22.5/23/23.5/24/24.5/25/25.5/

26/26.5/27/28/29cm

\4,095 6枚コハゼ

11

エアー地下足袋６枚馳　（黒・白）

（エアージョグ）

地下足袋 0061000

22.5/23/23.5/24/24.5/25/25.5/

26/26.5/27/28/29cm

\4,095 6枚コハゼ

22.5/23/23.5cm \3,360 6枚コハゼ

24/24.5/25/25.5/26/26.5/

27/27.5/28/29cm

\3,360 7枚コハゼ

未掲載

エアージョグMAX６枚馳

　（白・藍・黒）

地下足袋 0061060

22.5/23/23.5/24/24.5/25/25.5/

26/26.5/27/28/29cm

\4,620 6枚コハゼ

16

エアー祭足袋子供用（黒・藍・白）

（エアージョグ）

地下足袋 0062010 16/17/18/19/20/21/21.5/22cm \2,940 マジックテープ式

5枚コハゼ

6枚コハゼ

マジックテープ式

マジックテープ式

マジックテープ式

12枚コハゼ

12枚コハゼ

12枚コハゼ

0060200

地下足袋

6枚コハゼ

4枚コハゼ

3枚コハゼ

4枚コハゼ

4枚コハゼ

5枚コハゼ

3枚コハゼ

4枚コハゼ

オリジナル地下足袋（紺）

オリジナル地下足袋（黒）

0061610

オリジナル地下足袋（白）

0061600地下足袋

0062000

0060610

0060650

29・30

0060100

0061700

0060800

0060700

0060900

地下足袋

未掲載 マジック地下足袋　白

12 地下足袋

3

ゴム底足袋（紺）

ゴム底足袋（黒）

1 地下足袋

2

4 ゴム底足袋（白） 地下足袋

エアー祭足袋風神（黒・紺・白）

地下足袋

地下足袋１２枚馳　白 地下足袋

10 マジック地下足袋　紺　

9

未掲載

地下足袋１２枚馳　黒

7 地下足袋１２枚馳　藍染

8

マジック地下足袋　黒

0060620

地下足袋

地下足袋 0061620

地下足袋
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ページ数 項番 商品名 商品種別 商品番号 サイズ 税込価格 備考

14/15/16cm \1,575 3枚コハゼ

17/18/19/20cm \1,575 4枚コハゼ

21/21.5/22/22.5/23/23.5/

24/24.5/25/25.5/26cm

\1,995

26.5/27cm \2,100

28cm \2,205

29cm \2,310

13/14/15/16cm \1,470 3枚コハゼ

17/18/19/20/21cm \1,470

21.5/22/22.5/23/23.5/24/24.5cm \1,680

25/25.5/26cm \2,205

26.5/27/28cm \2,310

29/30cm \2,520

22.5/23/23.5/24/24.5/25/25.5/26cm \2,415

26.5/27cm \2,520

28cm \2,678

22.5/23/23.5/24/24.5/25/25.5/26cm \2,310

26.5/27cm \2,415

28cm \2,520

29cm \2,625

16cm \998

18cm \1,050

19cm \1,103

21cm \1,155

小 \1,365

中 \1,365

大 \1,418

特大 \2,205

子供 \2,625

小 \2,625

中 \2,625

大 \2,625

特大 \2,835

小 \3,150

中 \3,150

大 \3,150

特大 \3,360

大 \2,415

特大 \2,415

超特大 \2,625

大 \2,415

特大 \2,415

超特大 \2,625

21/21.5/22/22.5/23/23.5/

24/24.5/25/25.5/26cm

\3,045

26.5/27cm \3,150

28cm \3,255

29cm \3,360

22/22.5/23/23.5/24/

24.5/25/25.5/26cm

\2,888

26.5/27cm \2,940

28cm \2,993

22/22.5/23/23.5/24/

24.5/25/25.5/26cm

\3,045

26.5/27cm \3,150

28cm \3,255

29cm \3,465

10 特上瓢箪わらじ わらじ 0054600 入荷未定

子供用　小・中

大人用　小・中・大

12 瓢箪わらじ わらじ 0054500 \1,365

未掲載 ビニールわらじ わらじ 0054300 小・中・大 \1,890

31・32

8

真田鼻緒　タイヤ裏

セッタ　重ね　白　大人用2

エース　タイヤ裏5

わらじ（小判型）

坪下がり　タイヤ裏　唐黍

11

0050150

7枚コハゼ

7枚コハゼ

7枚コハゼ

セッタ

0061150ワラジ掛足袋ワラジ掛け足袋　藍染

0050300

坪下がり　タイヤ裏　竹

セッタ

セッタ

セッタ

0050100

\630

0061300

0050200

わらじ

0061200

ワラジ掛足袋

0054100

ワラジ掛足袋

0051200

0051100セッタ　重ね　白　子供用1 セッタ

セッタ

ワラジ掛け足袋　カシミヤ　黒9

3

7

6

4

ワラジ掛け足袋　白

5枚コハゼ

7枚コハゼ

7枚コハゼ

4枚コハゼ

綿ブロード足袋　白

0062200

0062100

5 カラス足袋　紺 岡足袋

岡足袋30

岡足袋 0062400

0062500爪三石底足袋　藍染 岡足袋15

14 カシミヤ岡足袋　黒

6
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ページ数 項番 商品名・柄名 商品種別 商品番号 サイズ 税込価格

1 源氏車 袢天 0000208 大人 \7,875

2 影かごめ 袢天 0000202 大人 \7,875

3 大れんが 袢天 0800200 大人 \7,875

4 一番組 袢天 0000201 大人 \7,875

5 有平縞 袢天 0800200 大人 \7,875

6 十番睦二の字 袢天 0003800 大人 \7,875

7･8･9･10 袢天引き染め紬魁（銀ネズ・藍消し・柿茶・円地） 袢天 0002600 大人 \17,850

ページ数 項番 商品名・柄名 商品種別 商品番号 サイズ（幅×長さ） 税込価格

大人大吉原帯

（紺・黄・緑・茶・赤・黒）

中屋子供角帯　まとい（紺・金茶・円地） 0042351

中屋子供角帯　吉原つなぎ（紺・金茶・円地） 0042352

中屋子供角帯　源氏車（紺・金茶・円地） 0042353

中屋子供角帯　おかめひょっとこ（紺・金茶・円地） 0042355

中屋子供角帯　龍（紺・金茶・円地） 0042354

友禅平ぐけ柄帯　龍金糸（紺・円地） 0041801

友禅平ぐけ柄帯　釘抜き（グレー・金茶） 0041802

友禅平ぐけ柄帯　龍（グレー・金茶） 0041803

友禅平ぐけ柄帯　三升（金茶・グレー） 0041804

友禅平ぐけ柄帯　吉原つなぎ（グレー・ベージュ・円地） 0041805

唐桟平ぐけ帯一本どっこ

（ベージュ・茶・円地・紺・白・紫・赤・黒・緑・鉄紺）

5 友禅平ぐけ柄帯一本どっこ（グレー・ベージュ・白） 帯 0041500 約6cm×300cm \2,310

6 綿紬平ぐけ帯一本どっこ（ベージュ・円地・グレー・緑） 帯 0042001 約6cm×300cm \2,310

綿平ぐけ柄帯　源氏車　（紺・円地・金茶・グレー・白） 0041301

綿平ぐけ柄帯　紗綾型　（紺・円地・金茶） 0041302

綿平ぐけ柄帯　吉原つなぎ　（紺・円地・金茶・グレー・白） 0041303

綿平ぐけ柄帯　おかめひょっとこ　（紺・円地・金茶） 0041304

綿平ぐけ柄帯　まとい　（紺・円地・金茶・グレー・白） 0041305

綿平ぐけ柄帯　二の字　（紺・円地・金茶） 0041307

綿平ぐけ柄帯　のしめ　（紺・円地・金茶） 0041308

綿平ぐけ柄帯　菊五郎格子　（紺・円地・金茶） 0041309

綿平ぐけ柄帯　瓢箪　（紺・円地・金茶） 0041310

綿平ぐけ柄帯　龍　（紺・円地・金茶・グレー・白） 0041311

綿平ぐけ柄帯　あげは蝶　（紺・円地・金茶・グレー） 0041306

2 ポリエステル袢天帯（ベージュ・白・ピンク・グレー） 帯 0538404 約6cm×300cm \2,310

唐桟一本どっこ帯

（白・グレー・濃紺・円地・ベージュ・鉄紺・青磁・茶・鉄・紺）

4 友禅一本どっこ帯　（グレー・ベージュ） 帯 0040700 約8.4cm×400cm \3,150

5 綿献上柄角帯　（紺・茶・金茶・白） 帯 0040200 約9.5cm×400cm \3,150

友禅染角帯　龍金糸（紺・円地） 0040501

友禅染角帯　釘抜き（グレー・金茶） 0040502

友禅染角帯　龍（グレー・金茶） 0040503

友禅染角帯　まとい（グレー・茶） 0040504

友禅染角帯　源氏車（グレー・ベージュ） 0040505

友禅染角帯　三升（グレー・金茶） 0040506

染角帯　源氏車　（紺・円地・金茶・グレー） 0040301

染角帯　おかめひょっとこ　（紺・円地・金茶・グレー） 0040302

染角帯　紗綾型　（紺・円地・金茶） 0040303

染角帯　吉原つなぎ　（紺・円地・金茶・グレー） 0040304

染角帯　まとい　（紺・金茶） 0040305

染角帯　あげは蝶　（紺・金茶） 0040306

染角帯　鶴亀　（紺・円地・金茶） 0040310

染角帯　三升　（紺・円地・金茶・グレー） 0040311

染角帯　菊五郎格子　（紺・円地・金茶・グレー） 0040307

染角帯　いろは　（紺・円地・金茶） 0040308

染角帯　瓢箪　（紺・円地・金茶） 0040312

染角帯　鳳凰　（紺・円地・金茶） 0040313

染角帯　龍　（紺・円地・金茶・グレー） 0040309

正絹平ぐけ帯　献上柄　白（№3）

正絹平ぐけ帯　献上柄　黒（№4） 廃盤

正絹平ぐけ帯　献上柄　青（№7）

正絹平ぐけ帯　献上柄　鉄紺（№8）

正絹平ぐけ帯　献上柄　朱（№10）

正絹平ぐけ帯　献上柄　ベージュ（№11）

正絹平ぐけ帯　献上柄　円地（№14）

正絹平ぐけ帯　献上柄　紫（№15）

正絹平ぐけ帯　献上柄　藤（№17）

正絹平ぐけ帯　献上柄　白茶（№18）

正絹平ぐけ帯　献上柄　紺（№19）

9 巻帯　ちぢみ　生成 0538405 約25cm×330cm \2,625

巻帯ちぢみ色付

（グレー・あずき・濃紺・金茶・縞円地・縞青・縞ピンク）

37・38

39・40

41・42

4

10

0041255

0538406

\2,310

\2,625

\2,625

\3,675

\3,675

\3,150

\2,100

約25cm×330cm

3

帯

6 帯

8 帯

7

\7,350約6cm×300cm

\3,675

約6cm×300cm

約8.4cm×400cm

約8.4cm×400cm

帯

帯7

帯

1

0040601 約8.4cm×400cm

約6cm×300cm

約6cm×300cm

\945

約5cm×200cm

約6cm×300cm

\1,418

約7.7cm×250cm

帯

0043700

0041601

1

帯

3

2

帯

帯
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ページ数 項番 商品名・柄名 商品種別 商品番号 サイズ（縦×横） 税込価格

1･2･3 合財袋　鹿革総柄（小桜・紗綾型・とんぼ） 合財袋 0080200 約27.5×21.5cm \11,550

4 合財袋　印伝　青海波　紺／ベージュ

5 合財袋　印伝　瓢箪　黒／ベージュ　→　黒／黒

6 合財袋　印伝　青海波　黒／ベージュ

7 合財袋　印伝　瓢箪　紺／ベージュ　→　紺／黒

8 合財袋　印伝　とんぼ　紺／ベージュ

9 合財袋　印伝　爪唐草　黒／ベージュ

10 合財袋　印伝　爪唐草　黒／ベージュ

11 合財袋　印伝　とんぼ　黒／ベージュ

12 合財袋　印伝　紗綾型　黒／ベージュ

13 合財袋　印伝　紗綾型　紺／ベージュ

14 合財袋　印伝　亀甲　黒／ベージュ　→　黒／黒

15 合財袋　印伝　亀甲　紺／ベージュ　→　紺／黒

16・17 合財袋　牛革　無地　茶

18・19 （茶・赤・紺・金茶）

1･2･3 巾着　鹿革総柄

4・5・6 （縞・とんぼ・菖蒲・小桜・紗綾型）

7・8 巾着　牛革　無地　金茶

9・10 （金茶・茶・赤・紺）

11 巾着　牛革　火の用心　金茶

12 巾着　牛革　火の用心　茶

13 巾着　牛革　火の用心　紺

14 巾着　牛革　睦　金茶

15 巾着　牛革　睦　茶

16 巾着　牛革　睦　紺

17 巾着　縞桜 巾着 0081713 大人 \1,890

18 巾着　紅型　花　赤 巾着 0081705 大人 \1,890

19 巾着　宵桜　黒 巾着 0081701 大人 \1,890

子供 \840

大人 \1,890

21・25 巾着　唐獅子牡丹　（ベージュ・黒） 0081603 子供 \714

22・26 巾着　巴龍　（ベージュ・黒） 0081604

23・24 巾着　鯉　（円地・紺） 0081609

27・28 ポシェット　鯉　（紺・円地） 0082608 子供 \840

29・30 ポシェット　唐獅子牡丹　（ベージュ・黒） 0082605

31・34 ポシェット　巴龍　（ベージュ・黒） 0082606

子供 \840

大人 \1,050

33 ポシェット　紅型　花　赤 ポシェット 0082702 大人 \1,050

1･2･3 ハードボックス　鹿革　（小桜・かごめ・縞） 革小物 0082300 \13,440

4 扇子　祭　水色 扇子 0089200 \725

5・6 扇子　纏　（青・赤） 扇子 0089400 \1,050

7 扇子　一番組 扇子 0089300 \840

8 扇子　日の丸 扇子 0089100 \578

子供 \473

大人 \525

ミニ拍子木 0083400 ミニ \473

拍子木　子供用 0083305 子供 \2,100

拍子木 0083300 大人 \4,410

子供 \1,050

大人 \1,155

12 鳴子　黒 鳴子 0082950 \1,260

13･14･15 鳴子ラメ入り（赤・紫・黒） 鳴子 0082960 \1,890

16 鈴たすき　小　（赤・紫） 鈴 0531182 小 \189

17 笛　金属製 笛 0083200 \525

18 笛　プラスチック 笛 0083150 \263

1 手拭　しじら織　千鳥 手拭 0075366 長尺 \1,260

2 手拭　網代隈取 手拭 0075370 長尺 \1,260

3 手拭　白地隈取 手拭 0075280 長尺 \945

4 手拭　縞桜 手拭 0075352 長尺 \1,575

5 手拭　紅梅　隅田川　（あずき） 手拭 0075402 長尺 \1,470

6 手拭　桜吹雪 手拭 0075405 長尺 \1,470

7 手拭　唐虫　かまわぬ 手拭 0071812 長尺 \1,575

廃盤

巾着

巾着

廃盤

巾着 0081800 約17.5cm×13cm \4,410

巾着 0081900 約17.5cm×13cm \8,400

合財袋 0080300 約26.5cm×20cm \8,400

約26cm×19cm \13,6500080100合財袋

\1,680

鳴子　朱 鳴子

巾着巾着　しじら織　千鳥

\840

ポシェットポシェット　しじら織　千鳥

0082900

32 0082701

10

0089000

拍子木

11

9 扇子　白 扇子

20

ポシェット

大人

巾着

大人

0081704

47・48

49

43・44

45・46
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