






【まるやま ・京彩グループ　オリジナル振袖 BOOK】
税込価格表（2021 年 4月改定）



ページ 商品番号 商品名 税別価格 税込価格
48                 解き                            ¥2,000     ¥2,200
48                 しみ抜き                            ¥2,000     ¥2,200
50 　　　   訪問着レンタル                            ¥9,800   ¥10,780
50 　　　   黒留袖レンタル                            ¥9,800   ¥10,780
50 　　　   色留袖レンタル                          ¥19,800   ¥21,780
51     　MK-712    　   通常レンタルフルセット　　　¥145,000  ¥159,500 
51     　MK-712    　   写真のコーディネート　　　  ¥336,000  ¥369,600 
51  メンズ袴                          ¥35,000    ¥38,500 
52     　MK-611            通常レンタルフルセット           ¥115,000  ¥126,500 
52     　MK-611            写真のコーディネート              ¥250,500  ¥275,550 
52     　MK-1111         通常レンタルフルセット            ¥145,000  ¥159,500 
52     　MK-1111         写真のコーディネート               ¥241,500  ¥265,650 
53                 刺繍袴・ブランド袴レンタル             ¥5,000      ¥5,500 
53                 草履レンタル                            ¥1,000      ¥1,100 
53                 巾着レンタル                            ¥1,000      ¥1,100 
53                 袴通常レンタル                        ¥5,000~   ¥5,500~  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        ¥15,000   　   ¥16,500 
53                 きものレンタル                            ¥8,000      ¥8,800 
55                 基本コーディネートセット             ¥280,000  ¥308,000 
55                 ご購入合計金額                        ¥100,000  ¥110,000 
56                 ご成約合計金額                        ¥100,000  ¥110,000 
61     　MK-1201         お買い上げ                        ¥380,000  ¥418,000 
61     　MK-1201         新品レンタル                        ¥280,000  ¥308,000 
61   　  MK-1202         お買い上げ                        ¥330,000  ¥363,000 
61     　MK-1202         新品レンタル                        ¥220,000  ¥242,000 
61     　MK-1203         お買い上げ                        ¥280,000  ¥308,000 
61     　MK-1203         新品レンタル                        ¥200,000  ¥220,000 
61     　MK-1204         お買い上げ                        ¥280,000  ¥308,000 
61     　MK-1204         新品レンタル                        ¥200,000  ¥220,000 
61     　MK-1205        お買い上げ                        ¥330,000  ¥363,000 
61     　MK-1205         新品レンタル                        ¥220,000  ¥242,000 
61     　MK-1206        お買い上げ                        ¥330,000  ¥363,000 
61     　MK-1206         新品レンタル                        ¥220,000  ¥242,000 
61     　MK-1207         お買い上げ                        ¥280,000  ¥308,000 
61     　MK-1207         新品レンタル                        ¥200,000  ¥220,000 
61     　MK-1208         お買い上げ                        ¥280,000  ¥308,000 
61     　MK-1208         新品レンタル                        ¥200,000  ¥220,000 
61     　MK-1209         お買い上げ                        ¥330,000  ¥363,000 
61    　 MK-1209         新品レンタル                        ¥220,000  ¥242,000 
61     　MK-1210         お買い上げ                        ¥280,000  ¥308,000 
61     　MK-1210         新品レンタル                        ¥200,000  ¥220,000 
61     　MK-1211         お買い上げ                        ¥280,000  ¥308,000 
61     　MK-1211         新品レンタル                        ¥200,000  ¥220,000 
61     　MK-1212         お買い上げ                        ¥230,000  ¥253,000 
61    　 MK-1212         新品レンタル                        ¥170,000  ¥187,000 
62     　MK-1213         お買い上げ                        ¥230,000  ¥253,000 
62     　MK-1213         新品レンタル                        ¥170,000  ¥187,000 
62    　 MUJI-01          お買い上げ                        ¥280,000  ¥308,000 
62     　MUJI-01          新品レンタル                        ¥200,000  ¥220,000 
62     　MUJI-01          通常レンタル                        ¥145,000  ¥159,500 
62     　MUJI-02          お買い上げ                        ¥280,000  ¥308,000 
62     　MUJI-02          新品レンタル                        ¥200,000  ¥220,000 
62     　MUJI-02          通常レンタル                        ¥145,000  ¥159,500 
62     　MUJI-03          お買い上げ                        ¥280,000  ¥308,000 
62     　MUJI-03          新品レンタル                               ¥200,000  ¥220,000 
62    　 MUJI-04          お買い上げ                        ¥280,000  ¥308,000 
62     　MUJI-04          新品レンタル                        ¥200,000  ¥220,000 
62     　MK-1214         お買い上げ                        ¥280,000  ¥308,000 
62     　MK-1214         新品レンタル                        ¥200,000  ¥220,000 
62     　MK-1215         お買い上げ                        ¥280,000  ¥308,000 
62     　MK-1215         新品レンタル                        ¥200,000  ¥220,000 
62     　MK-1216         お買い上げ                        ¥280,000  ¥308,000 
62     　MK-1216         新品レンタル                        ¥200,000  ¥220,000 
62     　MK-1217         お買い上げ                        ¥280,000  ¥308,000 
62     　MK-1217         新品レンタル                        ¥200,000  ¥220,000 
62     　MK-1218         お買い上げ                        ¥280,000  ¥308,000 
62     　MK-1218         新品レンタル                        ¥200,000  ¥220,000 
62     　MK-1102         お買い上げ                        ¥380,000  ¥418,000 
62     　MK-1102         新品レンタル                        ¥280,000  ¥308,000 
62     　MK-1102         通常レンタル                        ¥195,000  ¥214,500 
62    　 MK-1103         お買い上げ                        ¥380,000  ¥418,000 
62     　MK-1103         新品レンタル                        ¥280,000  ¥308,000 
62     　MK-1103         通常レンタル                        ¥195,000  ¥214,500 
62     　MK-1104         お買い上げ                        ¥330,000  ¥363,000 
62     　MK-1104         新品レンタル                        ¥220,000  ¥242,000 
62     　MK-1104         通常レンタル                        ¥165,000  ¥181,500 
62     　MK-1106         お買い上げ                        ¥280,000  ¥308,000 
62     　MK-1106         新品レンタル                        ¥200,000  ¥220,000 
62     　MK-1106         通常レンタル                        ¥145,000  ¥159,500 
62     　MK-1108         お買い上げ                        ¥330,000  ¥363,000 
62     　MK-1108         新品レンタル                        ¥220,000  ¥242,000 
62     　MK-1108         通常レンタル                        ¥165,000  ¥181,500

ページ 商品番号 商品名 税別価格 税込価格
36   　  MK-1105         通常レンタルフルセット　　　¥165,000 ¥181,500
36     　MK-1105         写真のコーディネート                ¥358,000 ¥393,800
37     　MK-1106         お買い上げフルセット ¥280,000 ¥308,000
37     　MK-1106         新品レンタルフルセット ¥200,000 ¥220,000
37    　 MK-1106         通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
37    　 MK-1106         写真コーディネート ¥325,000 ¥357,500
37     　MK-1107         お買い上げフルセット ¥280,000 ¥308,000
37     　MK-1107         新品レンタルフルセット ¥200,000 ¥220,000
37     　MK-1107         通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
37     　MK-1107         写真のコーディネート ¥325,000 ¥357,500
37  草履・バッグ                           ¥68,000   ¥74,800
38    　 MK-1103         お買い上げフルセット ¥380,000 ¥418,000
38     　MK-1103         新品レンタルフルセット ¥280,000 ¥308,000
38     　MK-1103         通常レンタルフルセット ¥195,000 ¥214,500
38     　MK-1103         写真のコーディネート ¥416,000 ¥457,600
38     　MK-1108         お買い上げフルセット ¥330,000 ¥363,000
38    　 MK-1108         新品レンタルフルセット ¥220,000 ¥242,000
38     　MK-1108         通常レンタルフルセット ¥165,000 ¥181,500
38     　MK-1108         写真のコーディネート ¥350,000 ¥385,000
39     　MK-2902         通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
39     　MK-2902         写真のコーディネート ¥267,500 ¥294,250
39     　MK-605            通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
39     　MK-605            写真のコーディネート ¥302,500 ¥332,750
40     　MKK-2901       通常レンタルフルセット ¥195,000 ¥214,500
40     　MKK-2901       写真のコーディネート ¥354,500 ¥389,950
40     　MK-604            通常レンタルフルセット ¥195,000 ¥214,500
40     　MK-604            写真のコーディネート ¥342,500 ¥376,750
41                                    ファーショール(アオ/グレー )    ¥28,000   ¥30,800
41                                    ファーショール(クロ )   ¥25,000   ¥27,500
41                                    ファーショール(ピンク)   ¥23,000   ¥25,300
41                                    ファーショール(シロ)   ¥25,000   ¥27,500
41                                    草履バッグ(アカ)                           ¥58,000   ¥63,800
41                                    草履バッグ(クロ/グレー)   ¥58,000   ¥63,800
41                                    草履バッグ(クロ/花柄)   ¥58,000   ¥63,800
41                                    草履バッグ(クロ/キルティング )    ¥48,000   ¥52,800
42                                    ファーショール(ベージュ)   ¥23,000   ¥25,300
42                                    ファーショール(ワイン)   ¥23,000   ¥25,300
42                                    草履バッグ(シロ/市松)   ¥58,000   ¥63,800
42                                    草履バッグ(ワイン)   ¥58,000   ¥63,800
42                                    草履バッグ(シロ/赤花/金)   ¥68,000   ¥74,800
42                                    草履バッグ(シロ/菊/持ち手1つ)   ¥88,000   ¥96,800
42                                    草履バッグ(シロ/菊/持ち手2つ)   ¥88,000   ¥96,800
42                                    草履バッグ(金茶/キルティング)   ¥48,000   ¥52,800
42                                    草履バッグ(ウメ/がま口)   ¥68,000   ¥74,800
43                                    髪飾り(椿/シロ・ピンク)   ¥14,000   ¥15,400
43                                    髪 飾り(ウメ/シルバー)     ¥3,500     ¥3,850
43                                    髪飾り(つまみ細工/赤)   ¥17,000   ¥18,700
43                                    草履バッグ(ムラサキ)   ¥68,000   ¥74,800
43                                    髪飾り/りぼん(ムラサキ)   ¥18,000   ¥19,800
43                                    髪飾り/りぼん(ピンク)   ¥15,000   ¥16,500
43                                    髪飾り/りぼん(ミントグリーン)   ¥10,000   ¥11,000
43                                    髪飾り/りぼん(ウグイス色/モモ)   ¥18,000   ¥19,800
43                                    髪飾り/りぼん(カラシ)   ¥15,000   ¥16,500
43                                    髪飾り/りぼん(サンゴ)   ¥15,000   ¥16,500
44                                    重ね襟(ピンク)                           ¥12,000   ¥13,200
44                                    重ね襟(水色/白花)    ¥10,000   ¥11,000
44                                    重ね襟(黄色)                             ¥8,000     ¥8,800
44                                    重ね襟(クロ)                           ¥10,000   ¥11,000
44                                    重ね襟(水色/白)                             ¥8,000     ¥8,800
44                                    重ね襟(黄緑/朱)                           ¥12,000   ¥13,200
44                                    重ね襟(クロ疋田)                           ¥10,000   ¥11,000
44                                    重ね襟(黄緑)                             ¥8,000     ¥8,800
44                                    重ね襟(ムラサキ)      ¥8,000     ¥8,800
44                                    帯締め帯留め    ¥18,000   ¥19,800
45                                    髪飾り(右上)                             ¥11,000   ¥12,100
45                                    髪飾り(左上 )                             ¥13,000   ¥14,300
45                                    髪飾り(右下)                               ¥4,500     ¥4,950
45                                    髪飾り(左下)                             ¥12,000   ¥13,200
46                                    髪飾り(右上)                             ¥13,000   ¥14,300
46                                    髪飾り(右中)                             ¥19,000   ¥20,900
46                                    髪飾り(右下)                             ¥14,000   ¥15,400
46                                    髪飾り(左上)                           ¥15,000   ¥16,500
46                                    髪飾り(左中)                             ¥11,000   ¥12,100
46                                    髪飾り(左下)                             ¥12,000   ¥13,200
48                                    袖丈直し                             ¥6,000     ¥6,600
48                                    裄直し（肩幅）                             ¥4,000     ¥4,400
48                                    裄直し（袖幅）                             ¥6,000     ¥6,600
48                                    裄直し（肩/袖）                             ¥9,000     ¥9,900
48                                    身幅直し                           ¥20,000   ¥22,000
48                                    身丈直し（裾）                           ¥16,000   ¥17,600
48                                    身丈直し（内揚）                           ¥24,000   ¥26,400
48                                    ガード加工                           ¥14,000   ¥15,400
48                                    振袖丸洗い                             ¥6,500     ¥7,150
48                                    長襦袢丸洗い                             ¥2,800     ¥3,080
48                                    洗い張り（解き別）      ¥8,000     ¥8,800

袴通常レンタル53



ページ 商品番号 商品名 税別価格 税込価格
 3          MK-1201          お買い上げフルセット ¥380,000 ¥418,000
 3          MK-1201          新品レンタルフルセット ¥280,000 ¥308,000
 3     　 MK-1201          写真のコーディネート ¥447,000 ¥491,700
 4      　MK-1202          お買い上げフルセット ¥330,000 ¥363,000
 4     　 MK-1202          新品レンタルフルセット ¥220,000 ¥242,000
 4     　 MK-1202          写真のコーディネート ¥442,000 ¥486,200
 5      　MK-1203          お買い上げフルセット ¥280,000 ¥308,000
 5     　 MK-1203          新品レンタルフルセット ¥200,000 ¥220,000
 5      　MK-1203          写真のコーディネート ¥387,000 ¥425,700
 6     　 MK-1204          お買い上げフルセット ¥280,000 ¥308,000
 6      　MK-1204          新品レンタルフルセット ¥200,000 ¥220,000
 6      　MK-1204          写真のコーディネート ¥373,000 ¥410,300
 6  草履・バッグ 　　　　　     ¥58,000   ¥63,800
 7      　MK-1205          お買い上げフルセット ¥330,000 ¥363,000
 7      　MK-1205          新品レンタルフルセット ¥220,000 ¥242,000
 7      　MK-1205          写真のコーディネート ¥410,000 ¥451,000
 8      　MK-1206          お買い上げフルセット ¥330,000 ¥363,000
 8      　MK-1206          新品レンタルフルセット ¥220,000 ¥242,000
 8      　MK-1206          写真のコーディネート ¥420,000 ¥462,000
 8  草履・バッグ 　　　　　     ¥68,000   ¥74,800
 9      　MK-1207          お買い上げフルセット ¥280,000 ¥308,000
 9      　MK-1207          新品レンタルフルセット ¥200,000 ¥220,000
 9      　MK-1207          写真コーディネート ¥376,000 ¥413,600
10    　 MK-1208          お買い上げフルセット ¥280,000 ¥308,000
10    　 MK-1208          新品レンタルフルセット ¥200,000 ¥220,000
10     　MK-1208          写真のコーディネート ¥435,000 ¥478,500
10     　MK-1209          お買い上げフルセット ¥330,000 ¥363,000
10     　MK-1209          新品レンタルフルセット ¥220,000 ¥242,000
10     　MK-1209          写真のコーディネート ¥396,000 ¥435,600
11     　MK-1210          お買い上げフルセット ¥280,000 ¥308,000
11     　MK-1210          新品レンタルフルセット ¥200,000 ¥220,000
11    　 MK-1210          写真のコーディネート ¥342,000 ¥376,200
12     　MK-1211          お買い上げフルセット ¥280,000 ¥308,000
12     　MK-1211          新品レンタルフルセット ¥200,000 ¥220,000
12     　MK-1211          写真のコーディネート ¥369,000 ¥405,900
13     　MK-1212          お買い上げフルセット ¥230,000 ¥253,000
13     　MK-1212          新品レンタルフルセット ¥170,000 ¥187,000
13    　 MK-1212          写真のコーディネート ¥355,000 ¥390,500
14     　MK-1213          お買い上げフルセット ¥230,000 ¥253,000
14     　MK-1213          新品レンタルフルセット ¥170,000 ¥187,000
14     　MK-1213          写真のコーディネート ¥359,000 ¥394,900
15    　 MUJI-03           お買い上げフルセット ¥280,000 ¥308,000
15     　MUJI-03           新品レンタルフルセット ¥200,000 ¥220,000
15     　MUJI-03           写真のコーディネート ¥342,000 ¥376,200
15     　MUJI-04           お買い上げフルセット ¥280,000 ¥308,000
15     　MUJI-04           新品レンタルフルセット ¥200,000 ¥220,000
15     　MUJI-04           写真のコーディネート ¥379,000 ¥416,900
15  草履・バッグ 　　　　　     ¥58,000   ¥63,800
16     　MUJI-01           お買い上げフルセット ¥280,000 ¥308,000
16     　MUJI-01           新品レンタルフルセット ¥200,000 ¥220,000
16     　MUJI-01           通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
16     　MUJI-01           写真のコーディネート ¥306,000 ¥336,600
16    　 MUJI-02           お買い上げフルセット ¥280,000 ¥308,000
16     　MUJI-02           新品レンタルフルセット ¥200,000 ¥220,000
16    　 MUJI-02           通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
16     　MUJI-02           写真のコーディネート ¥320,000 ¥352,000
17     　RE-01           　単品購入価格 　　　　　     ¥68,000     ¥74,800
17     　RE-01           　写真のコーディネート ¥184,000 ¥202,400
17     　RE-02           　単品購入価格                           ¥68,000   ¥74,800
17    　 RE-02           　写真のコーディネート ¥143,000 ¥157,300
18     　MKS-03            通常レンタルフルセット   ¥75,000   ¥82,500
18     　MKS-03            写真のコーディネート ¥221,500 ¥243,650
18     　MKS-04            通常レンタルフルセット   ¥75,000   ¥82,500
18     　MKS-04            写真のコーディネート ¥232,000 ¥255,200
19     　MK-1214          お買い上げフルセット ¥280,000 ¥308,000
19     　MK-1214          新品レンタルフルセット ¥200,000 ¥220,000
19     　MK-1214          写真のコーディネート ¥354,000 ¥389,400
19    　 MK-1215          お買い上げフルセット ¥280,000 ¥308,000
19     　MK-1215          新品レンタルフルセット ¥200,000 ¥220,000
19     　MK-1215          写真のコーディネート ¥349,000 ¥383,900
20     　MK-1216          お買い上げフルセット ¥280,000 ¥308,000
20     　MK-1216          新品レンタルフルセット ¥200,000 ¥220,000
20    　 MK-1216          写真のコーディネート ¥326,000 ¥358,600
20  草履・バッグ                           ¥58,000   ¥63,800
20     　MK-1217          お買い上げフルセット ¥280,000 ¥308,000
20     　MK-1217          新品レンタルフルセット ¥200,000 ¥220,000
20    　 MK-1217          写真のコーディネート ¥365,000 ¥401,500
20     　MK-1218          お買い上げフルセット ¥280,000 ¥308,000
20     　MK-1218          新品レンタルフルセット ¥200,000 ¥220,000
20     　MK-805            通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
21     　MK-805            写真のコーディネート ¥205,500 ¥226,050
21    　 MK-801            通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
21     　MK-801            写真のコーディネート ¥294,500 ¥323,950
22     　MKK-2906       通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
22     　MKK-2906       写真のコーディネート ¥292,500 ¥321,750

ページ 商品番号 商品名 税別価格 税込価格
22     　MKK-607         通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
22     　MKK-607         写真のコーディネート ¥297,500 ¥327,250
22     　MK-807           通常レンタルフルセット ¥115,000 ¥126,500
22     　MK-807           写真のコーディネート ¥278,500 ¥306,350
23     　MK-1003         お買い上げフルセット ¥330,000 ¥363,000
23     　MK-1003         新品レンタルフルセット ¥220,000 ¥242,000
23     　MK-1003         通常レンタルフルセット ¥165,000 ¥181,500
23     　MK-1003         写真のコーディネート ¥398,500 ¥438,350
23     　MK-603           新品レンタルフルセット ¥200,000 ¥220,000
23     　MK-603           通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
23     　MK-603           写真のコーディネート ¥310,500 ¥341,550
24     　MK-1102         お買い上げフルセット ¥380,000 ¥418,000
24     　MK-1102         新品レンタルフルセット ¥280,000 ¥308,000
24     　MK-1102         通常レンタルフルセット ¥195,000 ¥214,500
24     　MK-1102         写真のコーティネート ¥423,000 ¥465,300
24     　MKK-28016    通常レンタルフルセット ¥195,000 ¥214,500
24     　MKK-28016    写真のコーディネート ¥351,500 ¥386,650
24     　MKK-28014    通常レンタルフルセット ¥195,000 ¥214,500
24     　MKK-28014    写真のコーディネート ¥317,500 ¥349,250
25     　MKK-2907　  通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
25     　MKK-2907      写真のコーディネート ¥307,500 ¥338,250
25                        草履・バッグ                            ¥58,000   ¥63,800
26     　MK-602           通常レンタルフルセット ¥165,000 ¥181,500
26     　MK-602           写真のコーディネート ¥349,500 ¥384,450
26     　MK-711           通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
26     　MK-711           写真のコーディネート ¥305,500 ¥336,050
27     　MK-1002         お買い上げフルセット ¥380,000 ¥418,000
27     　MK-1002         新品レンタルフルセット ¥280,000 ¥308,000
27    　 MK-1002         通常レンタルフルセット ¥195,000 ¥214,500
27     　MK-1002         写真のコーディネート ¥265,500 ¥292,050
27     　MKK-28018    通常レンタルフルセット ¥195,000 ¥214,500
27     　MKK-28018    写真のコーディネート ¥315,500 ¥347,050
28     　MK-702           通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
28     　MK-702           写真のコーディネート ¥279,500 ¥307,450
28    　 MK-1110         お買い上げフルセット ¥280,000 ¥308,000
28     　MK-1110         新品レンタルフルセット ¥200,000 ¥220,000
28     　MK-1110         通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
28     　MK-1110         写真のコーディネート ¥310,500 ¥341,550
28     　MK-1006         通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
28     　MK-1006         写真のコーディネート ¥305,500 ¥336,050
28  草履・バッグ                           ¥58,000   ¥63,800
29     　MK-1001         通常レンタルフルセット ¥195,000 ¥214,500
29     　MK-1001         写真のコーディネート ¥358,500 ¥394,350
29     　MKK-020         通常レンタルフルセット ¥195,000 ¥214,500
29     　MKK-020         写真のコーディネート ¥324,500 ¥356,950
30     　MK-1101         お買い上げフルセット ¥330,000 ¥363,000
30     　MK-1101         新品レンタルフルセット ¥220,000 ¥242,000
30     　MK-1101         通常レンタルフルセット ¥165,000 ¥181,500
30     　MK-1101         写真のコーディネート ¥359,000 ¥394,900
30     　MK-703           通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
30     　MK-703           写真のコーディネート ¥296,500 ¥326,150
30    　 MK-28017      通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
30     　MK-28017      写真のコーディネート ¥370,500 ¥407,550
31    　 MK-709           通常レンタルフルセット ¥115,000 ¥126,500
31     　MK-709           写真のコーディネート ¥275,500 ¥303,050
31     　MKK-016         通常レンタルフルセット ¥195,000 ¥214,500
31     　MKK-016         写真のコーディネート ¥351,500 ¥386,650
32     　MK-803           通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
32     　MK-803           写真のコーディネート ¥367,500 ¥404,250
32     　MKK-023         通常レンタルフルセット ¥195,000 ¥214,500
32     　MKK-023         写真のコーディネート ¥349,500 ¥384,450
32     　MK-701            通常レンタルフルセット ¥195,000 ¥214,500
32     　MK-701            写真のコーディネート ¥314,500 ¥345,950
32     　MK-601            通常レンタルフルセット ¥195,000 ¥214,500
32     　MK-601            写真のコーディネート ¥322,500 ¥354,750
33     　MKK-2903       通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
33    　 MKK-2903       写真のコーディネート ¥215,500 ¥237,050
33     　MK-706            通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
33     　MK-706            写真のコーディネート ¥280,500 ¥308,550
34     　MK-1109         通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
34     　MK-1109         写真のコーディネート ¥231,500 ¥254,650
34     　MK-28007       通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
34     　MK-28007       写真のコーディネート ¥275,500 ¥303,050
34     　MK-1008         通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
34     　MK-1008         写真のコーディネート ¥271,500 ¥298,650
35     　MK-1007         通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
35     　MK-1007         写真のコーディネート ¥305,500 ¥336,050
35     　MKK-2909       通常レンタルフルセット ¥145,000 ¥159,500
35     　MKK-2909       写真のコーディネート ¥310,500 ¥341,550
36     　MK-1104         お買い上げフルセット ¥330,000 ¥363,000
36     　MK-1104         新品レンタルフルセット ¥220,000 ¥242,000
36     　MK-1104         通常レンタルフルセット ¥165,000 ¥181,500
36     　MK-1104         写真のコーディネート ¥375,000 ¥412,500
36     　MK-1105         お買い上げフルセット ¥330,000 ¥363,000
36     　MK-1105         新品レンタルフルセット ¥220,000 ¥242,000



P57　お買上げフルセット　税込価格表

袋帯  

長襦袢

帯締め

帯揚げ

重ね衿

草履・バッグセット

ショール

着付用小物セット

¥41,800   　¥41,800  　¥80,300   　¥80,300   　¥99,000  　¥99,000　¥132,000　¥132,000　¥132,000　¥132,000　¥132,000
¥15,400　  ¥15,400　  ¥15,400　  ¥15,400 　  ¥49,500   　¥49,500　  ¥49,500　  ¥49,500　  ¥49,500        ¥49,500  　¥49,500
¥6,600　　  ¥6,600　　 ¥6,600　　 ¥6,600　　 ¥6,600　　 ¥6,600　　 ¥6,600　　 ¥6,600　　 ¥6,600　　 ¥6,600　　 ¥6,600
¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700
¥5,500　　 ¥5,500　　 ¥5,500　　 ¥5,500　　 ¥5,500　　 ¥5,500　　 ¥5,500　　 ¥5,500　　 ¥5,500　　 ¥5,500　　 ¥5,500
¥13,200   　¥13,200  　¥13,200  　¥13,200  　¥13,200  　¥13,200  　¥13,200  　¥13,200  　¥13,200  　¥13,200  　¥13,200
¥5,500　　 ¥5,500　　 ¥5,500　　 ¥5,500　　 ¥5,500　　 ¥5,500　　 ¥5,500　　 ¥5,500　　 ¥5,500　　 ¥5,500　　 ¥5,500
¥14,300  　¥14,300  　¥14,300  　¥14,300  　¥14,300  　¥14,300  　¥14,300  　¥14,300  　¥14,300  　¥14,300  　¥14,300

¥165,000 ¥198,000 ¥253,000 ¥308,000 ¥363,000 ¥418,000 ¥473,000 ¥528,000 ¥583,000 ¥638,000 ¥748,000

P57　新品レンタルフルセット　税込価格表

袋帯  

長襦袢

帯締め

帯揚げ

重ね衿

草履・バッグセット

ショール

着付用小物セット

¥41,800        ¥41,800        ¥41,800        ¥41,800        ¥80,300        ¥80,300        ¥80,300        ¥80,300
¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700
¥4,400　　 ¥4,400　　 ¥4,400　　 ¥4,400　　 ¥4,400　　 ¥4,400　　 ¥4,400　　 ¥4,400
¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700　　 ¥7,700
¥2,200　　 ¥2,200　　 ¥2,200　　 ¥2,200　　 ¥2,200　　 ¥2,200　　 ¥2,200　　 ¥2,200
¥6,600　　 ¥6,600　　 ¥6,600　　 ¥6,600　　 ¥6,600　　 ¥6,600　　 ¥6,600　　 ¥6,600
¥2,750　　 ¥2,750　　 ¥2,750　　 ¥2,750　　 ¥2,750　　 ¥2,750　　 ¥2,750　　 ¥2,750
¥14,300  　¥14,300  　¥14,300  　¥14,300  　¥14,300  　¥14,300  　¥14,300  　¥14,300

¥132,000 ¥165,000 ¥187,000 ¥220,000 ¥242,000 ¥308,000 ¥363,000 ¥407,000
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