
■振袖在庫表 NO.1
※全て税抜

STYLE NO. 1 STYLE NO. 2

柄名称 柄名称

振袖 帯 帯揚げ 帯締め 振袖 帯 帯揚げ 帯締め
伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯 伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯
バッグ 草履 肌着 裾除け バッグ 草履 肌着 裾除け
前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト 前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト

三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト 三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト

サイズ 3号（身長151-155cm） サイズ 4号（身長156-165cm）

セット価格

セット内容 セット内容

足袋（ストレッチタイプ） 足袋（ストレッチタイプ）

セット価格

古典的四季の花を散りばめ、初心
で可愛らしい印象の仕上がり。

70,66073,400

白地赤ぼかし　秋桜 梅 青海波 芍薬 椿
柔らかな芍薬や椿の花をあしら
い、青海波の図案が、非常に特徴
的で個性的な逸品です。

コーディネート例コーディネート例



■振袖在庫表 NO.2
※全て税抜

STYLE NO. 3 STYLE NO. 4

柄名称 柄名称

振袖 帯 帯揚げ 帯締め 振袖 帯 帯揚げ 帯締め
伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯 伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯
バッグ 草履 肌着 裾除け バッグ 草履 肌着 裾除け
前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト 前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト

三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト 三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト

サイズ 4号（身長156-165cm） サイズ 4号（身長156-165cm）

セット内容セット内容

コーディネート例
セット価格 71,840 コーディネート例

牡丹 桜 手まり
四季の古典的花々、牡丹や桜を金
で縁取りし手まりが描からた華や
かで若々しい仕上がりに。

大輪菊 桜
白の桜と、紫の大輪菊が、古典柄
でありながらも、色合わせや柄の
配置で、モダンな雰囲気もある。

足袋（ストレッチタイプ） 足袋（ストレッチタイプ）

セット価格 71,300



■振袖在庫表 NO.3
※全て税抜

STYLE NO. 5 STYLE NO. 6

柄名称 柄名称

振袖 帯 帯揚げ 帯締め 振袖 帯 帯揚げ 帯締め
伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯 伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯
バッグ 草履 肌着 裾除け バッグ 草履 肌着 裾除け
前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト 前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト

三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト 三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト

サイズ 4号（身長156-165cm） サイズ 4号（身長156-165cm）

足袋（ストレッチタイプ）

組み紐 菊 桜

セット価格 71,900 コーディネート例

セット内容

セット価格 71,900

セット内容

落ち着いた地色に、色とりどりの
菊や桜を散りばめ、流れる様な組
み紐模様が、華やかで特徴的。

辻が花

四季折々の花が重なり合い流れる
ように配置され、豪華な印象。

コーディネート例

足袋（ストレッチタイプ）



■振袖在庫表 NO.4
※全て税抜

STYLE NO. 7 STYLE NO. 8

柄名称 柄名称

振袖 帯 帯揚げ 帯締め 振袖 帯 帯揚げ 帯締め
伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯 伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯
バッグ 草履 肌着 裾除け バッグ 草履 肌着 裾除け
前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト 前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト

三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト 三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト

サイズ 4号（身長156-165cm） サイズ 4号（身長156-165cm）

セット内容

流水 桜 熨斗
熨斗柄に花々を散りばめ、裾には
流水柄が描かれ色コントラストが
古典的で気品も感じる。

桜 菊 菖蒲 松
古典柄を使用し、個性的で若々し
く、懐古的な印象と現代が合わ
さった、温故知新を感じさせる。

セット価格 73,400 コーディネート例コーディネート例69,780セット価格

セット内容

足袋（ストレッチタイプ） 足袋（ストレッチタイプ）



■振袖在庫表 NO.5
※全て税抜

STYLE NO. 9 STYLE NO. 10

柄名称 柄名称

振袖 帯 帯揚げ 帯締め 振袖 帯 帯揚げ 帯締め
伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯 伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯
バッグ 草履 肌着 裾除け バッグ 草履 肌着 裾除け
前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト 前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト

三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト 三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト

サイズ 4号（身長156-165cm）

セット価格 71,900セット価格 71,300 コーディネート例

セット内容 セット内容

梅 扇 エ霞

コーディネート例

古典柄が豪華にあしらわれ、めで
たい雰囲気が随所に盛り込まれ
た、華やかな逸品。

桜 椿 光琳波
地色の優しいピンクに黄色の色合
いが、大胆な図案の配置で、モダ
ンな印象を感じる。

足袋（ストレッチタイプ） 足袋（ストレッチタイプ）

サイズ 4号（身長156-165cm）



■振袖在庫表 NO.6
※全て税抜

STYLE NO. 11 STYLE NO. 12

柄名称 柄名称

振袖 帯 帯揚げ 帯締め 振袖 帯 帯揚げ 帯締め
伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯 伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯
バッグ 草履 肌着 裾除け バッグ 草履 肌着 裾除け
前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト 前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト

三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト 三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト

サイズ 4号（身長156-165cm） サイズ 4号（身長156-165cm）

コーディネート例コーディネート例
セット価格 70,660

四季折々の花々を古典的に描き、
庭園の砂紋を彷彿とする柄があし
らわれ、春風情の色合い。

菊 梅 花車

セット内容

足袋（ストレッチタイプ） 足袋（ストレッチタイプ）

多色使いの花々に笹模様が印象
的。裾の深みのある色合いが引き
締まった印象を受ける。

セット価格 72,500

桜 菊 小紋

セット内容



■振袖在庫表 NO.7
※全て税抜

STYLE NO. 13 STYLE NO. 14

柄名称 柄名称

振袖 帯 帯揚げ 帯締め 振袖 帯 帯揚げ 帯締め
伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯 伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯
バッグ 草履 肌着 裾除け バッグ 草履 肌着 裾除け
前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト 前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト

三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト 三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト

セット価格 72,500 コーディネート例

サイズ 4号（身長156-165cm） サイズ 5号（身長166-170cm）

セット内容 セット内容

檜扇 組み紐 桜
桜と檜扇からは組み紐が描かれ、
宮中を思わせる女性らしい印象
に。

檜扇 組み紐 桜
桜と檜扇からは組み紐が描かれ、
宮中を思わせる女性らしい印象
に。

コーディネート例

足袋（ストレッチタイプ） 足袋（ストレッチタイプ）

セット価格 71,840



■振袖在庫表 NO.8
※全て税抜

STYLE NO. 15 STYLE NO. 16

柄名称 柄名称

振袖 帯 帯揚げ 帯締め 振袖 帯 帯揚げ 帯締め
伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯 伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯
バッグ 草履 肌着 裾除け バッグ 草履 肌着 裾除け
前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト 前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト

三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト 三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト

サイズ 4号（身長156-165cm）

辻が花 絞り模様
流れる花や草木が描かれ、絞り染
め金彩加工にボカシ・立体的な地
紋など、豪華な印象。

桜 絞り模様
桜に絞りが重なり合い、ピンクと
古代紫の印象的。品のある控えめ
な柄行が特徴。

61,300

セット内容

サイズ 3号（身長151-155cm）

セット価格
コーディネート例

セット価格 60,660 コーディネート例

セット内容

足袋（ストレッチタイプ） 足袋（ストレッチタイプ）



■振袖在庫表 NO.9
※全て税抜

STYLE NO. 17 STYLE NO. 18

柄名称 柄名称

振袖 帯 帯揚げ 帯締め 振袖 帯 帯揚げ 帯締め
伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯 伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯
バッグ 草履 肌着 裾除け バッグ 草履 肌着 裾除け
前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト 前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト

三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト 三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト

サイズ 4号（身長156-165cm） サイズ 5号（身長166-170cm）

セット内容

雪輪 桜 牡丹
絞り柄に、古典的四季の花を散り
ばめ、ピンクと黄色のぼかしが、
女性らしいしなやかな印象。

桜　白ぼかし

セット価格 60,660 コーディネート例

桜柄に金を差し、裾に流れるよう
な柄行が可憐な印象に。

セット価格 60,850 コーディネート例

足袋（ストレッチタイプ） 足袋（ストレッチタイプ）

セット内容



■振袖在庫表 NO.10
※全て税抜

STYLE NO. 19 STYLE NO. 20

柄名称 柄名称

振袖 帯 帯揚げ 帯締め 振袖 帯 帯揚げ 帯締め
伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯 伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯
バッグ 草履 肌着 裾除け バッグ 草履 肌着 裾除け
前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト 前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト

三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト 三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト

藤と牡丹が圧倒的迫力を与える。
慎ましやかな美しさと控えめな色
合いが女性的な優しさを表す。

セット価格 61,900 コーディネート例
セット価格 63,400 コーディネート例

白地赤ぼかし 桜 藤
桜・藤など花々を散りばめ、おめ
でたい雰囲気。落ち着いた赤のグ
ラデーションで、品のある印象。

セット内容

牡丹 藤 流水

サイズ 5号（身長166-170cm）

足袋（ストレッチタイプ） 足袋（ストレッチタイプ）

サイズ 5号（身長166-170cm）

セット内容



■振袖在庫表 NO.11
※全て税抜

STYLE NO. 21 STYLE NO. 22

柄名称 柄名称

振袖 帯 帯揚げ 帯締め 振袖 帯 帯揚げ 帯締め
伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯 伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯
バッグ 草履 肌着 裾除け バッグ 草履 肌着 裾除け
前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト 前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト

三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト 三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト

桜 桔梗
黒の地色に、丸みをおびた明るい
ピンクのグラデーションの花々が
に若々しく、可愛らしい印象。

セット内容

桜
シンプルな3色のグアデーション。
落ち着きのある、古典的な清楚な
逸品。散行く小花が優しい印象。

コーディネート例 コーディネート例
セット価格 56,900

サイズ 3号（身長151-155cm）

足袋（ストレッチタイプ） 足袋（ストレッチタイプ）

サイズ 3号（身長151-155cm）

セット内容

セット価格 56,840



■振袖在庫表 NO.12
※全て税抜

STYLE NO. 23 STYLE NO. 24

柄名称 柄名称

振袖 帯 帯揚げ 帯締め 振袖 帯 帯揚げ 帯締め
伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯 伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯
バッグ 草履 肌着 裾除け バッグ 草履 肌着 裾除け
前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト 前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト

三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト 三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト

セット内容

セット価格 56,900

セット内容

コーディネート例

牡丹 梅 桜 菖蒲
七宝模様や牡丹、梅、桜、菖蒲な
どが描かれている。個性的にも古
典的にも着こなせる。

黄色地緑ぼかし 桜
桜に小花が華やかに配置され、黄
色と緑のコントラストがモダンで
大人な雰囲気です。

セット価格 56,900

サイズ 3号（身長151-155cm） サイズ 3号（身長151-155cm）

コーディネート例

足袋（ストレッチタイプ） 足袋（ストレッチタイプ）



■振袖在庫表 NO.13
※全て税抜

STYLE NO. 25 STYLE NO. 26

柄名称 柄名称

振袖 帯 帯揚げ 帯締め 振袖 帯 帯揚げ 帯締め
伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯 伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯
バッグ 草履 肌着 裾除け バッグ 草履 肌着 裾除け
前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト 前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト

三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト 三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト

桜 

コーディネート例
セット価格 55,850セット価格

桜と花びらが、絶妙なバランスで
配置され、地色の純粋な赤が空間
のバランスを引き締める。

落ち着いた赤紫に、笹や四季の
花々・花びらを散りばめた個性的
な逸品。

笹 四季の花

サイズ 4号（身長156-165cm） サイズ 4号（身長156-165cm）

足袋（ストレッチタイプ） 足袋（ストレッチタイプ）

57,500 コーディネート例

セット内容セット内容



■振袖在庫表 NO.14
※全て税抜

STYLE NO. 27 STYLE NO. 28

柄名称 柄名称

振袖 帯 帯揚げ 帯締め 振袖 帯 帯揚げ 帯締め
伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯 伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯
バッグ 草履 肌着 裾除け バッグ 草履 肌着 裾除け
前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト 前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト

三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト 三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト

セット価格 56,840 コーディネート例

サイズ 4号（身長156-165cm） サイズ 4号（身長156-165cm）

セット価格 56,900 コーディネート例

小花が折り重なり、流れる様に花
びらを描き、動きのある図案。気
品ある紫が大人な雰囲気に。

足袋（ストレッチタイプ） 足袋（ストレッチタイプ）

桜 
桜に、小花を縦に流れる様に配置
された図案が印象的。
裾のぼかしが、優しい印象。

セット内容 セット内容

桜 桔梗



■振袖在庫表 NO.15
※全て税抜

STYLE NO. 29 STYLE NO. 30

柄名称 柄名称

振袖 帯 帯揚げ 帯締め 振袖 帯 帯揚げ 帯締め
伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯 伊達衿 半衿 長襦袢 衿芯
バッグ 草履 肌着 裾除け バッグ 草履 肌着 裾除け
前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト 前板 後ろ板 帯枕 コーリンベルト

三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト 三十仮紐 腰紐4本 伊達締め 和装ベルト

セット価格 55,660 コーディネート例

サイズ 5号（身長166-170cm） サイズ 5号（身長166-170cm）

コーディネート例

御所車 物語文
万葉集の源氏を彷彿させる金地に
色鮮やかに物語の情景が描き出さ
れた美しい屏風絵。

桜
庭園の砂柄をあしらい、赤の地色
に桜が散りばめられており、愛く
るしい印象。

足袋（ストレッチタイプ） 足袋（ストレッチタイプ）

セット価格 54,780

セット内容 セット内容



お問い合わせはこちらから

取り扱い店舗
〒150-0043

東京都渋谷区道玄坂1-16-5 大下ビル4F
Cli'O／クリオ

TEL:03-3477-2464

E-Mail:cord@cord3.co.jp
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