
100柄カタログ小物チェックリスト

●OE-1316<P10>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥21,500、帯揚レンタル価格￥7,000、重衿
購入価格￥15,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥21,500、帯揚購入価格￥12,000、重衿購入価
格￥15,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格
￥50,000

●SPC-46-2<P10>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥18,500、帯揚購入価格￥7,000、重衿購入
価格￥13,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥9,000、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥18,500、帯揚購入価格￥7,000、重衿購入価格
￥13,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥9,000、草履購入価格￥50,000

●OE-1282<P12>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥25,000、帯揚購入価格￥13,500、重衿購入
価格￥10,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥10,450、草履バッグ購入価
格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥25,000、帯揚購入価格￥13,500、重衿購入価
格￥10,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥10,450、草履購入価格
￥50,000

●OE-1278<P13>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥22,500、帯揚購入価格￥19,800、重衿購入
価格￥15,000、半衿購入価格￥26,000、髪飾り購入価格￥10,560、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥22,500、帯揚購入価格￥19,800、重衿購入価
格￥15,000、半衿購入価格￥26,000、髪飾り購入価格￥10,560、草履購入価格
￥50,000

●SPC-57<P11>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥22,000、重衿購入
価格￥7,000、半衿購入価格￥15,500、髪飾り購入価格(赤)￥13,200、髪飾り購入価格
(赤)￥9,000、草履購入価格￥50,000、しごき購入価格￥23,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥22,000、重衿購入価
格￥7,000、半衿購入価格￥15,500、髪飾り購入価格(赤)￥13,200、髪飾り購入価格
(赤)￥9,000、草履購入価格￥50,000、しごき購入価格￥23,000

●OE-1390<P12>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥19,500、帯揚購入価格￥15,000、重衿購入
価格￥14,000、半衿購入価格￥15,000、髪飾り購入価格(薄紫)￥14,300、髪飾り(白)：
参考商品、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥19,500、帯揚購入価格￥15,000、重衿購入価
格￥14,000、半衿購入価格￥15,000、髪飾り購入価格(薄紫)￥14,300、髪飾り(白)：参
考商品、草履購入価格￥50,000

●E-1008-2/OE-1229<P13>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥16,000、帯揚購入価格￥14,000、重衿購入
価格￥12,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥9,350、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥16,000、帯揚購入価格￥14,000、重衿購入価
格￥12,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥9,350、草履購入価格
￥50,000

●E-1024<P14>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥10,500、帯揚購入価格￥16,000、重衿購入
価格￥10,500、半衿購入価格￥11,500、髪飾り購入価格￥9,500、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥10,500、帯揚購入価格￥16,000、重衿購入価
格￥10,500、半衿購入価格￥11,500、髪飾り購入価格￥9,500、草履購入価格
￥50,000

●OE-1354<P16>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格(黒)￥18,500、帯揚
購入価格(カラシ)￥15,000、重衿購入価格￥8,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り：
参考商品、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格(黒)￥18,500、帯揚購入
価格(カラシ)￥15,000、重衿購入価格￥8,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り：参考
商品、草履購入価格￥50,000

●SPC-14<P17>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥14,000、重衿購入
価格￥7,000、半衿購入価格￥11,500、髪飾り購入価格￥12,500、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥14,000、重衿購入価
格￥7,000、半衿購入価格￥11,500、髪飾り購入価格￥12,500、草履購入価格
￥50,000

●OE-1284<P14>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥11,800、重衿購入
価格￥17,500、半衿購入価格￥15,500、髪飾り購入価格￥10,450、草履購入価格
￥50,000、しごき購入価格￥17,600

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥11,800、重衿購入価
格￥17,500、半衿購入価格￥15,500、髪飾り購入価格￥10,450、草履購入価格
￥50,000、しごき購入価格￥17,600

●OE-1340<P15>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥27,000、帯揚購入価格￥15,000、重衿購入
価格￥15,500、半衿購入価格￥17,000、髪飾り購入価格(金)￥14,300、髪飾り購入価
格(黒金)￥14,300、草履バッグ購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥27,000、帯揚購入価格￥15,000、重衿購入価
格￥15,500、半衿購入価格￥17,000、髪飾り購入価格(金)￥14,300、髪飾り購入価格
(黒金)￥14,300、草履バッグ購入価格￥50,000

●OE-1341<P17>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥24,200、帯揚購入価格￥15,000、重衿購入
価格￥13,500、半衿購入価格￥15,000、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000、しごき購入価格￥25,500

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥24,200、帯揚購入価格￥15,000、重衿購入価
格￥13,500、半衿購入価格￥15,000、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000、しごき購入価格￥25,500

●SPC-47<P06>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥50,000、帯締レンタル価格￥6,000、帯揚購入価格￥19,500、重衿
購入価格￥8,000、半衿購入価格￥8,500、髪飾り購入価格(白)￥10,780、髪飾り購入
価格(金)￥9,500、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥120,000、帯締購入価格￥12,000、帯揚購入価格￥19,500、重衿購入価
格￥8,000、半衿購入価格￥8,500、髪飾り購入価格(白)￥10,780、髪飾り購入価格(金)
￥9,500、草履購入価格￥50,000

●SPC-40<P07>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥31,500、帯揚購入価格(緑)￥12,000、帯揚
購入価格(オレンジ)￥25,000、重衿購入価格￥12,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾
り購入価格￥12,074、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥31,500、帯揚購入価格(緑)￥12,000、帯揚購入
価格(オレンジ)￥25,000、重衿購入価格￥12,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購
入価格￥12,074、草履購入価格￥50,000

●E-1053<P09>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥10,500、帯揚購入価格￥21,500、重衿購入
価格￥7,000、半衿購入価格￥17,500、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥10,500、帯揚購入価格￥21,500、重衿購入価
格￥7,000、半衿購入価格￥17,500、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000

●E-1053-3<P09>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥20,000、帯揚購入価格￥21,500、重衿購入
価格￥7,000、半衿購入価格￥11,500、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥20,000、帯揚購入価格￥21,500、重衿購入価
格￥7,000、半衿購入価格￥11,500、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格￥50,000

●OE-1320<P07>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥46,500、帯揚購入価格(カラシ)￥15,000、
帯揚購入価格(黒金)￥13,500、重衿購入価格￥10,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾
り購入価格￥10,450、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥46,500、帯揚購入価格(カラシ)￥15,000、帯揚
購入価格(黒金)￥13,500、重衿購入価格￥10,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購
入価格￥10,450、草履購入価格￥50,000

●SPB-4<P08>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥18,500、帯揚購入価格￥17,000、重衿購入
価格￥12,000、半衿購入価格￥11,500、髪飾り購入価格￥19,800、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥18,500、帯揚購入価格￥17,000、重衿購入価
格￥12,000、半衿購入価格￥11,500、髪飾り購入価格￥19,800、草履購入価格
￥50,000
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●NC-332<P27>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯購入価格¥120,000、帯締購入価格¥14,000、帯揚購入価格¥18,800、重衿購入価格
¥8,300、半衿購入価格¥17,000、髪飾り購入価格¥32,780

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格¥120,000、帯締購入価格¥14,000、帯揚購入価格¥18,800、重衿購入価格
¥8,300、半衿購入価格¥17,000、髪飾り購入価格¥32,780

●NC-352<P27>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格¥30,000、帯揚購入価格¥18,800
※小物は一部非売品です。当社スタンダードセットの商品からお選びいただけます。

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格¥120,000、帯揚購入価格¥18,800
※小物は一部非売品です。当社スタンダードセットの商品からお選びいただけます。

●R-490<P28>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格¥30,000、帯締購入価格¥14,000、帯揚購入価格①¥9,800、帯揚購入価
格②¥9,800、重衿購入価格¥11,000、半衿購入価格¥14,000、髪飾り購入価格
¥32,780、草履購入価格￥42,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格¥120,000、帯締購入価格¥14,000、帯揚購入価格①¥9,800、帯揚購入価格
②¥9,800、重衿購入価格¥11,000、半衿購入価格¥14,000、髪飾り購入価格¥32,780、
草履購入価格￥42,000

●R-452<P29>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格¥30,000、帯締購入価格¥19,800、帯揚購入価格¥18,800、重衿購入価
格¥8,600、髪飾り購入価格¥35,200
※小物は一部非売品です。当社スタンダードセットの商品からお選びいただけます。

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格¥120,000、帯締購入価格¥19,800、帯揚購入価格¥18,800、重衿購入価格
¥8,600、髪飾り購入価格¥35,200
※小物は一部非売品です。当社スタンダードセットの商品からお選びいただけます。

●RN-281<P22>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯購入価格¥120,000、帯締購入価格¥16,500、帯揚購入価格¥8,800、重衿購入価格
¥11,000、半衿購入価格¥7,480、髪飾り購入価格¥19,800、帯揚（レース）購入価格
¥12,000、帯飾り購入価格¥26,400、足袋購入価格¥4,950、草履購入価格¥49,500
　
［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格¥120,000、帯締購入価格¥16,500、帯揚購入価格¥8,800、重衿購入価格
¥11,000、半衿購入価格¥7,480、髪飾り購入価格¥19,800、帯揚（レース）購入価格
¥12,000、帯飾り購入価格¥26,400、足袋購入価格¥4,950、草履購入価格¥49,500

●RN-975<P23>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格¥20,000
※小物は一部非売品です。当社スタンダードセットの商品からお選びいただけます。

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格¥120,000
※小物は一部非売品です。当社スタンダードセットの商品からお選びいただけます。

●E-1014<P25>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格¥20,000、帯締購入価格¥17,600、帯揚購入価格¥13,200、半衿購入価
格¥20,000、髪飾り購入価格¥22,000、草履購入価格￥47,300、帯留め購入価格
￥8,580

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格¥120,000、帯締購入価格¥17,600、帯揚購入価格¥13,200、半衿購入価格
¥20,000、髪飾り購入価格¥22,000、草履購入価格￥47,300、帯留め購入価格￥8,580

●NC-401<P26>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯購入価格¥120,000、帯締購入価格¥17,800、帯揚購入価格¥9,800、重衿購入価格
¥8,300、草履バッグ購入価格¥66,000　
※小物は一部非売品です。当社スタンダードセットの商品からお選びいただけます。

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格¥120,000、帯締購入価格¥17,800、帯揚購入価格¥9,800、重衿購入価格
¥8,300、草履バッグ購入価格¥66,000　
※小物は一部非売品です。当社スタンダードセットの商品からお選びいただけます。

●RN-988<P23>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格¥20,000
※小物は一部非売品です。当社スタンダードセットの商品からお選びいただけます。

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格¥120,000
※小物は一部非売品です。当社スタンダードセットの商品からお選びいただけます。

●E-1013<P24>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格¥20,000、帯締購入価格¥19,800、帯揚購入価格①¥9,800、帯揚購入価
格②¥9,800、重衿購入価格¥11,000、半衿購入価格¥14,000、髪飾り購入価格
¥22,000、草履購入価格￥42,900

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格¥120,000、帯締購入価格¥19,800、帯揚購入価格①¥9,800、帯揚購入価格
②¥9,800、重衿購入価格¥11,000、半衿購入価格¥14,000、髪飾り購入価格¥22,000、
草履購入価格￥42,900

BRAND FURISODE

●OE-1264<P35>
〔振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥19,500、帯揚購入価格￥13,000、重衿購入
価格￥17,500、半衿購入価格￥10,500、髪飾り購入価格(白)￥9,350、髪飾り(白)：参考
商品、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥19,500、帯揚購入価格￥13,000、重衿購入価
格￥17,500、半衿購入価格￥10,500、髪飾り購入価格(白)￥9,350、髪飾り(白)：参考商
品、草履購入価格￥50,000

●OE-1214<P35>
〔振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥17,600、帯揚レンタル価格￥7,000、重衿
購入価格￥13,500、半衿購入価格￥15,000、髪飾り購入価格￥10,450、草履購入価格
￥50,000、しごき購入価格￥17,600

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥17,600、帯揚購入価格￥12,000、重衿購入価
格￥13,500、半衿購入価格￥15,000、髪飾り購入価格￥10,450、草履購入価格
￥50,000、しごき購入価格￥17,600

●E-878<P36>
〔振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥17,000、重衿購入
価格￥10,500、半衿購入価格￥14,300、髪飾り購入価格￥9,000、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥17,000、重衿購入価
格￥10,500、半衿購入価格￥14,300、髪飾り購入価格￥9,000、草履購入価格
￥50,000

●SE-037<P36>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格(水色)￥15,000、帯
揚購入価格(ベージュ)￥10,000、重衿購入価格￥10,000、半衿購入価格￥13,500、髪
飾り購入価格￥13,200、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格(水色)￥15,000、帯揚購
入価格(ベージュ)￥10,000、重衿購入価格￥10,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り
購入価格￥13,200、草履購入価格￥50,000

●E-1031<P30>
〔振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥17,600、帯揚購入価格(ピンク)￥9,000、帯
揚購入価格(茶)￥17,600、重衿購入価格￥10,500、半衿購入価格￥5,000、髪飾り購
入価格￥9,680、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥17,600、帯揚購入価格(ピンク)￥9,000、帯揚購
入価格(茶)￥17,600、重衿購入価格￥10,500、半衿購入価格￥5,000、髪飾り購入価
格￥9,680、草履購入価格￥50,000

●E-985<P31>
〔振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥18,500、帯揚購入価格(ヒワ)￥7,000、帯揚
購入価格(白)￥17,000、重衿購入価格￥13,500、半衿購入価格￥11,500、髪飾り購入
価格￥10,780、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥18,500、帯揚購入価格(ヒワ)￥7,000、帯揚購
入価格(白)￥17,000、重衿購入価格￥13,500、半衿購入価格￥11,500、髪飾り購入価
格￥10,780、草履購入価格￥50,000

●E-1062<P33> 
〔振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥19,500、帯揚購入価格￥22,000、重衿購入
価格￥14,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥14,080、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥19,500、帯揚購入価格￥22,000、重衿購入価
格￥14,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥14,080、草履購入価格
￥50,000

●OE-1266<P34>
〔振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥20,000、帯揚購入価格￥15,500、重衿購入
価格￥15,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥19,800、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥20,000、帯揚購入価格￥15,500、重衿購入価
格￥15,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥19,800、草履購入価格
￥15,000

●OE-1230<P32>
〔振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥24,500、帯揚購入価格￥15,500、重衿購入
価格￥14,000、半衿購入価格￥17,500、髪飾り購入価格￥10,450、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥24,500、帯揚購入価格￥15,500、重衿購入価
格￥14,000、半衿購入価格￥17,500、髪飾り購入価格￥10,450、草履購入価格
￥50,000

●OE-1213<P32>
〔振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥19,500、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入
価格￥16,500、半衿購入価格￥17,500、髪飾り購入価格￥19,800、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥19,500、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入価
格￥16,500、半衿購入価格￥17,500、髪飾り購入価格￥19,800、草履購入価格
￥50,000

SWEET MEMORIES

●OE-1048<P42>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥46,500、帯揚購入価格￥11,000、重衿購入
価格￥12,000、半衿購入価格￥26,000、髪飾り購入価格￥14,300、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥46,500、帯揚購入価格￥11,000、重衿購入価
格￥12,000、半衿購入価格￥26,000、髪飾り購入価格￥14,300、草履購入価格
￥50,000

●E-785<P42>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥12,500、帯揚購入価格￥12,000、重衿購入
価格￥9,000、半衿購入価格￥15,500、髪飾り購入価格￥14,300、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥12,500、帯揚購入価格￥12,000、重衿購入価
格￥9,000、半衿購入価格￥15,500、髪飾り購入価格￥14,300、草履購入価格
￥50,000

●OE-1060<P43>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥25,500、帯揚購入価格￥11,000、重衿購入
価格￥18,500、半衿購入価格￥14,000、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥25,500、帯揚購入価格￥11,000、重衿購入価
格￥18,500、半衿購入価格￥14,000、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000

●E-829<P43>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥24,000、帯揚購入価格￥12,000、重衿購入
価格￥7,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥24,000、帯揚購入価格￥12,000、重衿購入価
格￥7,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000

［

●E-1085<P37>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥24,000、帯揚購入価格(紫)￥22,000、帯揚
購入価格(ピンク)￥12,500、重衿購入価格￥12,500、半衿購入価格￥13,000、髪飾り
購入価格￥15,400、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥24,000、帯揚購入価格(紫)￥22,000、帯揚
購入価格(ピンク)￥12,500、重衿購入価格￥12,500、半衿購入価格￥13,000、髪飾り
購入価格￥15,400、草履購入価格￥50,000

●E-833<P38>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥12,500、帯揚購入価格￥12,500、重衿購入
価格￥10,500、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥9,350、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥12,500、帯揚購入価格￥12,500、重衿購入価
格￥10,500、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥9,350、草履購入価格
￥50,000

●OE-1043<P40>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥46,500、帯揚購入価格(茶)￥15,000、帯揚
購入価格(ベージュ)￥7,480、重衿購入価格￥12,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り
購入価格(黒)￥14,300、髪飾り購入価格(金)￥12,000、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥46,500、帯揚購入価格(茶)￥15,000、帯揚購入
価格(ベージュ)￥7,480、重衿購入価格￥12,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入
価格(黒)￥14,300、髪飾り購入価格(金)￥12,000、草履購入価格￥50,000

●E-1025<P41>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥17,000、帯揚購入価格￥22,000、重衿購入
価格￥7,000、半衿購入価格￥15,500、髪飾り:参考商品、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥17,000、帯揚購入価格￥22,000、重衿購入価
格￥7,000、半衿購入価格￥15,500、髪飾り:参考商品、草履購入価格￥50,000

●OE-1052<P38>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥33,800、帯揚購入価格￥17,500、重衿購入
価格￥12,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥33,800、帯揚購入価格￥17,500、重衿購入価
格￥12,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000

●E-916<P39>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥21,500、帯揚購入価格￥22,000、重衿購入
価格￥7,000、半衿購入価格￥13,000、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥21,500、帯揚購入価格￥22,000、重衿購入価
格￥7,000、半衿購入価格￥13,000、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000

SPICY MODE

●OE-1179<P48>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥24,500、帯揚購入価格￥24,000、重衿購入
価格￥15,500、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥9,350、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥24,500、帯揚購入価格￥24,000、重衿購入価
格￥15,500、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥9,350、草履購入価格
￥50,000

●E-1018-2<P49>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥10,500、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入
価格￥14,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥10,500、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入価
格￥14,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格
￥50,000

●E-1018<P49>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥10,500、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入
価格￥9,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥10,450、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥10,500、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入価
格￥9,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥10,450、草履購入価格
￥50,000

●E-991<P50>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥17,000、帯揚購入価格￥19,500、重衿購入
価格￥9,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥12,000、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥17,000、帯揚購入価格￥19,500、重衿購入価
格￥9,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥12,000、草履購入価格
￥50,000

●E-903<P44>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥22,500、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入
価格￥12,000、半衿購入価格￥24,000、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥22,500、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入価
格￥12,000、半衿購入価格￥24,000、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格
￥50,000

●OE-1121<P45>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥21,500、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入
価格￥14,000、半衿購入価格￥11,800、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥21,500、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入価
格￥14,000、半衿購入価格￥11,800、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000

●OE-1122<P46>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥35,000、帯揚購入価格￥21,500、重衿購入
価格￥12,000、半衿購入価格￥26,000、髪飾り購入価格￥32,000、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥35,000、帯揚購入価格￥21,500、重衿購入価
格￥12,000、半衿購入価格￥26,000、髪飾り購入価格￥32,000、草履購入価格
￥50,000

●OE-1113<P47>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥24,500、帯揚購入価格￥18,500、重衿購入
価格￥15,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥10,450、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥24,500、帯揚購入価格￥18,500、重衿購入価
格￥15,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥10,450、草履購入価格
￥50,000

●E-730<P45>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥10,500、帯揚購入価格￥23,000、重衿購入
価格￥7,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥10,500、帯揚購入価格￥23,000、重衿購入価
格￥7,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格￥50,000

●OE-1182<P46>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥15,500、帯揚購入価格(オレンジ)
￥25,000、帯揚購入価格(ベージュ)￥17,500、重衿購入価格￥14,000、半衿購入価格
￥17,000、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥15,500、帯揚購入価格(オレンジ)￥25,000、帯
揚購入価格(ベージュ)￥17,500、重衿購入価格￥14,000、半衿購入価格￥17,000、髪
飾り購入価格￥9,900、草履購入価格￥50,000

CLASSIC STYLE

●OE-1250<P53>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥18,500、重衿購入
価格￥8,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥10,450、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥18,500、重衿購入価
格￥8,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥10,450、草履購入価格
￥50,000

●OE-1184<P54>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥24,500、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入
価格￥14,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥16,500、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥24,500、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入価
格￥14,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥16,500、草履購入価格
￥50,000

●OE-1130<P54>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥35,000、帯揚購入価格￥15,500、重衿購入
価格￥12,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥35,000、帯揚購入価格￥15,500、重衿購入価
格￥12,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格
￥50,000

●E-979<P55>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥14,000、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入
価格￥9,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥14,000、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入価
格￥9,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格￥50,000

●OE-1119<P50>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥21,500、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入
価格￥13,000、半衿購入価格￥11,800、髪飾り購入価格￥9,350、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥21,500、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入価
格￥13,000、半衿購入価格￥11,800、髪飾り購入価格￥9,350、草履購入価格
￥50,000

●E-1046<P50>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥26,500、帯揚購入価格￥32,000、重衿購入
価格￥14,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥14,300、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥26,500、帯揚購入価格￥32,000、重衿購入価
格￥14,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥14,300、草履購入価格
￥50,000

●OE-1068<P51>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥17,500、帯揚購入価格￥15,000、重衿購入
価格￥13,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥19,800、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥17,500、帯揚購入価格￥15,000、重衿購入価
格￥13,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥19,800、草履購入価格
￥50,000

●E-954<P52>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥10,500、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入
価格￥9,000、半衿購入価格￥24,000、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥10,500、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入価
格￥9,000、半衿購入価格￥24,000、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格￥50,000

●E-978<P51>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥14,000、帯揚購入価格￥14,000、重衿購入
価格￥9,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥14,000、帯揚購入価格￥14,000、重衿購入価
格￥9,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格￥50,000

●OE-1216<P51>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥20,000、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入
価格￥8,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥20,000、帯揚購入価格￥25,000、重衿購入価
格￥8,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格￥50,000

●SE-023<P61>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥18,500、重衿購入
価格￥10,000、半衿購入価格￥12,000、髪飾り購入価格￥10,780、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥18,500、重衿購入価
格￥10,000、半衿購入価格￥12,000、髪飾り購入価格￥10,780、草履購入価格
￥50,000

●SE-026<P61>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥24,800、帯揚購入価格￥15,500、重衿購入
価格￥15,500、半衿購入価格￥11,000、髪飾り購入価格￥10,780、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥24,800、帯揚購入価格￥15,500、重衿購入価
格￥15,500、半衿購入価格￥11,000、髪飾り購入価格￥10,780、草履購入価格
￥50,000

●SE-025<P61>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥17,500、重衿購入
価格￥13,200、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥15,180、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥17,500、重衿購入価
格￥13,200、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥15,180、草履購入価格
￥50,000

●OE-0877<P62>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥17,500、帯揚購入価格(白)￥15,000、帯揚
購入価格(茶)￥21,500、重衿購入価格￥12,000、半衿購入価格￥10,500、髪飾り購入
価格￥10,780、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥17,500、帯揚購入価格(白)￥15,000、帯揚購入
価格(茶)￥21,500、重衿購入価格￥12,000、半衿購入価格￥10,500、髪飾り購入価格
￥10,780、草履購入価格￥50,000

●OE-0819<P70>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥34,000、帯飾り：参考商品、帯揚購入価格
￥15,500、重衿購入価格￥13,200、半衿購入価格￥13,500、髪飾り：参考商品、草履購
入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥34,000、帯飾り：参考商品、帯揚購入価格
￥15,500、重衿購入価格￥13,200、半衿購入価格￥13,500、髪飾り：参考商品、草履購
入価格￥50,000

●OE-0847<P71>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥50,000、帯締購入価格￥16,000、帯揚購入価格￥17,500、重衿購入
価格￥11,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥120,000、帯締購入価格￥16,000、帯揚購入価格￥17,500、重衿購入価
格￥11,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000

●OE-0933<P69>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥35,000、帯揚購入価格(クリーム)
￥15,000、帯揚購入価格(あずき)￥21,500、重衿購入価格￥13,000、半衿購入価格
￥12,000、髪飾り購入価格￥19,800、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥35,000、帯揚購入価格(クリーム)￥15,000、帯
揚購入価格(あずき)￥21,500、重衿購入価格￥13,000、半衿購入価格￥12,000、髪飾
り購入価格￥19,800、草履購入価格￥50,000

●E-688<P70>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥35,000、帯揚購入価格￥13,500、重衿購入
価格￥16,000、半衿購入価格￥16,500、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥35,000、帯揚購入価格￥13,500、重衿購入価
格￥16,000、半衿購入価格￥16,500、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000

●OE-0979<P56>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥29,000、帯揚購入価格￥22,500、重衿購入
価格￥15,500、半衿購入価格￥12,000、髪飾り購入価格￥10,450、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥29,000、帯揚購入価格￥22,500、重衿購入価
格￥15,500、半衿購入価格￥12,000、髪飾り購入価格￥10,450、草履購入価格
￥50,000

●OE-0811<P56>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥22,500、帯揚購入価格(紫)￥22,500、帯揚
購入価格(茶)￥24,000、重衿購入価格￥10,000、半衿購入価格￥12,000、髪飾り購入
価格￥13,200、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥22,500、帯揚購入価格(紫)￥22,500、帯揚購入
価格(茶)￥24,000、重衿購入価格￥10,000、半衿購入価格￥12,000、髪飾り購入価格
￥13,200、草履購入価格￥50,000

●OE-0994<P59>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥34,000、帯揚購入価格￥17,500、重衿購入
価格￥17,500、半衿購入価格￥26,000、髪飾り購入価格(黒金)￥13,200、髪飾り購入
価格(茶金)￥14,300、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥34,000、帯揚購入価格￥17,500、重衿購入価
格￥17,500、半衿購入価格￥26,000、髪飾り購入価格(黒金)￥13,200、髪飾り購入価
格(茶金)￥14,300、草履購入価格￥50,000

●OE-1211<P60>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥27,000、帯揚購入価格(クリーム)
￥13,200、帯揚購入価格(緑)￥15,500、重衿購入価格￥10,000、半衿購入価格
￥14,300、髪飾り購入価格(緑金)￥13,200、髪飾り購入価格(白金)￥14,300、草履購入
価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥27,000、帯揚購入価格(クリーム)￥13,200、帯
揚購入価格(緑)￥15,500、重衿購入価格￥10,000、半衿購入価格￥14,300、髪飾り購
入価格(緑金)￥13,200、髪飾り購入価格(白金)￥14,300、草履購入価格￥50,000

●OE-1232<P58>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥50,000、帯締購入価格￥19,500、帯揚購入価格￥18,500、重衿購入
価格￥13,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥15,950、草履購入価格
￥50,000
［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥120,000、帯締購入価格￥19,500、帯揚購入価格￥18,500、重衿購入価
格￥13,000、半衿購入価格￥13,500、髪飾り購入価格￥15,950、草履購入価格
￥50,000

●OE-1220<P58>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥18,500、重衿購入
価格￥10,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格(赤)￥27,500、髪飾り購入価
格(金)￥14,300、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥18,500、重衿購入価
格￥10,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格(赤)￥27,500、髪飾り購入価格
(金)￥14,300、草履購入価格￥50,000

98,000 SERIES

●OE-1126<P66>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥35,000、帯揚購入価格￥24,000、重衿購入
価格￥11,000、半衿購入価格￥18,500、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000、しごき購入価格￥15,400

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥35,000、帯揚購入価格￥24,000、重衿購入価
格￥11,000、半衿購入価格￥18,500、髪飾り購入価格￥13,200、草履購入価格
￥50,000、しごき購入価格￥15,400

●E-681<P67>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥17,600、帯揚購入価格(赤)￥12,500、帯揚
購入価格(薄紫)￥13,500、重衿購入価格￥10,000、半衿購入価格￥11,500、髪飾り購
入価格￥14,300、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥17,600、帯揚購入価格(赤)￥12,500、帯揚購入
価格(薄紫)￥13,500、重衿購入価格￥10,000、半衿購入価格￥11,500、髪飾り購入価
格￥14,300、草履購入価格￥50,000

●OE-0942<P68>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥18,500、重衿購入
価格￥15,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥9,350、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥18,500、重衿購入価
格￥15,000、半衿購入価格￥12,500、髪飾り購入価格￥9,350、草履購入価格
￥50,000

●OE-1037<P68>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥20,500、帯揚購入価格￥11,800、重衿購入
価格￥10,000、半衿購入価格￥11,800、髪飾り購入価格￥10,780、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥20,500、帯揚購入価格￥11,800、重衿購入価
格￥10,000、半衿購入価格￥11,800、髪飾り購入価格￥10,780、草履購入価格
￥50,000

●OE-0980<P62>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥17,500、帯揚購入価格￥15,000、重衿購入
価格￥10,000、半衿購入価格￥7,500、髪飾り購入価格￥9,350、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥17,500、帯揚購入価格￥15,000、重衿購入価
格￥10,000、半衿購入価格￥7,500、髪飾り購入価格￥9,350、草履購入価格￥50,000

●OE-0941<P63>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥46,500、帯揚購入価格￥15,500、重衿購入
価格￥9,000、半衿購入価格￥14,000、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥46,500、帯揚購入価格￥15,500、重衿購入価
格￥9,000、半衿購入価格￥14,000、髪飾り購入価格￥9,900、草履購入価格￥50,000

●OE-0845<P65>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥13,500、重衿購入
価格￥17,500、半衿購入価格￥10,500、髪飾り購入価格￥9,680、草履購入価格
￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥23,500、帯揚購入価格￥13,500、重衿購入価
格￥17,500、半衿購入価格￥10,500、髪飾り購入価格￥9,680、草履購入価格
￥50,000

●OE-1125<P66>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥10,000、帯締購入価格￥27,000、帯揚購入価格(緑)￥15,000、帯揚
購入価格(白)￥17,500、重衿購入価格￥8,000、半衿購入価格￥11,800、髪飾り購入価
格￥13,200、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥50,000、帯締購入価格￥27,000、帯揚購入価格(緑)￥15,000、帯揚購入
価格(白)￥17,500、重衿購入価格￥8,000、半衿購入価格￥11,800、髪飾り購入価格
￥13,200、草履購入価格￥50,000

●OE-1129<P64>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥21,500、帯揚購入価格(白)￥18,500、帯揚
購入価格(ローズ)￥21,500、重衿購入価格￥15,000、半衿購入価格￥10,780、髪飾り
購入価格(白)￥14,300、髪飾り購入価格(ピンク)￥10,780、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥21,500、帯揚購入価格(白)￥18,500、帯揚購入
価格(ローズ)￥21,500、重衿購入価格￥15,000、半衿購入価格￥10,780、髪飾り購入
価格(白)￥14,300、髪飾り購入価格(ピンク)￥10,780、草履購入価格￥50,000

●OE-0879<P65>
［振袖がレンタルセットの場合］
帯レンタル価格￥30,000、帯締購入価格￥29,000、帯揚購入価格(緑)￥15,000、帯揚
購入価格(茶)￥22,500、重衿購入価格￥9,000、半衿購入価格￥17,000、髪飾り購入
価格￥9,900、草履購入価格￥50,000

［振袖が購入セットの場合］
帯購入価格￥80,000、帯締購入価格￥29,000、帯揚購入価格(緑)￥15,000、帯揚購入
価格(茶)￥22,500、重衿購入価格￥9,000、半衿購入価格￥17,000、髪飾り購入価格
￥9,900、草履購入価格￥50,000


