
 



🌸 御 卒 業 🌸 

おめでとうございます 
 

 卒業生・教員・保育士の皆様へ 

晴れの日の装いに心を込めて、御案内させて

頂きます。スタッフ一同、心よりお待ちしており

ます。 
 

＊  尚、着物と袴の組み合わせは自由です。 

＊  着物・袴サイズ等ありますので、お電話でお問合せ下さい。 

(ご希望の袴サイズが、無くなる場合がございますので、早めにご予約下さい。） 

 

ご来店の際には、事前のご予約をお願いいたします。 

  来店ご予約  TEL ０４８－５２３－３５９１ 

 

  



卒業式 女袴一覧 

    
小振袖０５８Ｌ ￥１６，５００ 

グリーンぼかし ￥１１，０００ 

小振袖０６６ ￥１６，５００ 

紺刺しゅう  ￥１４，３００ 

小振袖０７４ ￥１６，５００ 

グリーンぼかし￥１１，０００ 

小振袖 1702L ￥２２，０００ 

グリーンぼかし￥１１，０００ 

    
小振袖１７２Ｌ ￥２２，０００ 

グリーンぼかし ￥１１，０００ 

小振袖１７６ ￥２２，０００ 

紺刺しゅう  ￥１４，３００ 

小振袖１７７Ｌ￥２２，０００ 

黒      ￥ ８，８００ 

小振袖１８８Ｌ￥２２，０００ 

エンジ    ￥ ８，８００     

  
 

 

小振袖１９２Ｌ ￥２２，０００ 

紺刺しゅう  ￥１４，３００ 

小振袖１９３Ｌ￥２２，０００ 

紺刺しゅう  ￥１４，３００ 

小振袖２０２￥２２，０００ 

紺刺しゅう  ￥１４，３００ 

小振袖２０３ ￥２２，０００ 

茶桜ぼかし   ￥１４，３００ 

    
小振袖２０５  ￥２２，０００ 

ムラサキ    ￥ ８，８００  

小振袖２０６ ￥２２，０００ 

紺刺しゅう  ￥１４，３００ 

小振袖２０７ ￥２２，０００ 

ムラサキ   ￥ ８，８００ 

小振袖２１１Ｌ￥２２，０００ 

グリーンぼかし￥１１，０００ 

 



卒業式 女袴一覧 

    
小振袖２１５Ｌ ￥２２，０００ 

黒      ￥ ８，８００ 

小振袖２２７2Ｌ￥２２，０００ 

紺刺しゅう   ￥１４，３００ 

小振袖２３１Ｌ￥１６，５００ 

紺刺しゅう   ￥１４，３００ 

小振袖２３２Ｌ￥１６，５００ 

紺刺しゅう  ￥１４，３００ 

    
小振袖２３３  ￥１６，５００ 

グリーンぼかし ￥１１，０００ 

小振袖２４３Ｌ￥２２，０００ 

黒      ￥ ８，８００ 

小振袖２５４Ｌ￥２２，０００ 

黒      ￥ ８，８００ 

小振袖２５５Ｌ￥２２，０００ 

黒刺しゅう  ￥１６，５００    

    

小振袖２５６Ｌ  ￥２２，０００ 

グリーン麻の葉 ￥１６，５００ 

小振袖２５８Ｌ ￥２２，０００ 

グリーン麻の葉 ￥１６，５００ 

小振袖２６３￥２２，０００ 

黒刺しゅう  ￥１６，５００ 

小振袖２６５2L￥２２，０００ 

黒刺しゅう  ￥１６，５００ 

 

   

小振袖２６６   ￥２２，０００ 

グリーン麻の葉 ￥１６，５００ 

 

 

 

 

 

 



卒業式 女袴一覧 

    

小振袖１０４  ￥１６，５００ 

グリーン刺しゅう￥１６，５００ 

小振袖１６０2Ｌ￥１６，５００ 

エンジ     ￥  ８，８００ 

小振袖１８０ ￥２２，０００ 

グリーンぼかし￥１１，０００ 

小振袖１８１Ｌ￥２２，０００ 

グリーンぼかし￥１１，０００ 

    

小振袖１９４  ￥２２，０００ 

紺刺しゅう   ￥１４，３００ 

小振袖１９７Ｌ￥２２，０００ 

紫バラ    ￥１４，３００ 

小振袖１９９Ｌ￥２２，０００ 

グリーン麻葉 ￥１６，５００ 

小振袖２００Ｌ￥２２，０００ 

紫刺しゅう  ￥１６，５００ 

    

小振袖２１４Ｌ ￥２２，０００ 

ムラサキ    ￥ ８，８００ 

小振袖２２０3Ｌ￥２２，０００ 

エンジ     ￥  ８，８００ 

小振袖２２５Ｌ￥２２，０００ 

グリーンぼかし￥１１，０００ 

小振袖２２８Ｌ￥２２，０００ 

グリーンぼかし￥１１，０００ 

  

  

小振袖２５３Ｌ￥２２，０００ 

グリーン刺しゅう￥１６，５００ 

小振袖２５９Ｌ￥２２，０００ 

黒刺しゅう  ￥１６，５００ 

 

 

 

 

 



卒業式 女袴一覧 

    

小振袖１７３  ￥１６，５００ 

グリーンぼかし ￥１１，０００ 

小振袖１９８Ｌ￥２２，０００ 

紫バラ    ￥１４，３００ 

小振袖２０１ ￥２２，０００ 

金茶ぼかし  ￥１１，０００ 

小振袖２１０Ｌ￥２２，０００ 

茶桜ぼかし  ￥１４，３００ 

    

小振袖２１６2Ｌ￥２２，０００ 

紺刺しゅう    ￥１４，３００ 

小振袖２１７2Ｌ￥２２，０００ 

金茶ぼかし   ￥１１，０００ 

小振袖２２２Ｌ￥２２，０００ 

グリーンぼかし￥１１，０００ 

小振袖２２６Ｌ￥２２，０００ 

グリーンぼかし￥１１，０００ 

    

小振袖２４２Ｌ￥２２，０００ 

黒      ￥ ８，８００ 

小振袖２４８Ｌ￥２２，０００ 

グリーンぼかし￥１１，０００ 

小振袖２４９Ｌ￥２２，０００ 

ムラサキ   ￥ ８，８００ 

小振袖２５０ ￥２７，５００ 

グリーンぼかし￥１１，０００ 

  

  

小振袖２６０Ｌ￥２７，５００ 

ワイン刺しゅう￥１６，５００ 

小振袖２６２Ｌ￥２２，０００ 

ワイン刺しゅう￥１６，５００ 

  

 



卒業式 女袴一覧 

    

小振袖０２８  ￥１６，５００ 

エンジ     ￥ ８，８００ 

小振袖１７１ ￥２２，０００ 

紫バラ    ￥１４，３００ 

小振袖１８４ ￥２２，０００ 

紺刺しゅう  ￥１４，３００ 

小振袖１８６Ｌ￥２２，０００ 

エンジ    ￥ ８，８００ 

    

小振袖１９５  ￥２２，０００ 

紺刺しゅう   ￥１４，３００ 

小振袖１９６ ￥２２，０００ 

ムラサキ   ￥ ８，８００ 

小振袖２０４ ￥２２，０００ 

グリーン麻葉 ￥１６，５００ 

小振袖２０８Ｌ￥２２，０００ 

紺刺しゅう  ￥１４，３００ 

    

小振袖２１８Ｌ ￥２２，０００ 

ムラサキ    ￥ ８，８００ 

小振袖２２４2Ｌ￥２２，０００ 

エンジ     ￥ ８，８００ 

小振袖２３８ ￥１６，５００ 

金茶ぼかし  ￥１１，０００ 

小振袖２４５ ￥２２，０００ 

エンジ    ￥ ８，８００ 

    

     

 



卒業式 女袴一覧 

    

小振袖１７９2Ｌ￥１６，５００ 

金茶ぼかし   ￥１１，０００ 

小振袖１８７Ｌ￥２２，０００ 

エンジ    ￥ ８，８００ 

小振袖１９０Ｌ￥２２，０００ 

エンジ    ￥ ８，８００ 

小振袖１９１Ｌ￥２２，０００ 

エンジ    ￥ ８，８００ 

    
小振袖２１２Ｌ ￥２２，０００ 

紫バラ    ￥１４，３００ 

小振袖２１９3Ｌ￥２２，０００ 

金茶ぼかし   ￥１１，０００ 

小振袖２２１Ｌ￥２２，０００ 

エンジ    ￥ ８，８００ 

小振袖２３６Ｌ￥２２，０００ 

金茶ぼかし  ￥１１，０００ 

   
 

小振袖２３７2Ｌ ￥２２，０００ 

エンジ     ￥ ８，８００ 

小振袖２４０Ｌ￥２２，０００ 

黒      ￥ ８，８００ 

小振袖２４１Ｌ￥２２，０００ 

エンジ    ￥ ８，８００ 

小振袖２４６Ｌ￥２７，５００ 

金茶ぼかし  ￥１１，０００ 

   

 

小振袖２４７2Ｌ￥２７，５００ 

ムラサキ    ￥ ８，８００ 

小振袖２５７2Ｌ￥２２，０００ 

ピンク刺しゅう ￥１６，５００ 

小振袖２６１Ｌ￥２２，０００ 

ピンク刺しゅう ￥１６，５００ 

 

 

 



卒業式 女袴一覧 

    
小振袖２６７3Ｌ￥２７，５００ 

ｴﾝｼﾞ刺しゅう L￥１６，５００ 

小振袖２６８3L￥２７，５００ 

紫刺しゅう L ￥１６，５００ 

小振袖２６９3L￥２７，５００ 

紫刺しゅう L ￥１６，５００ 

小振袖２７０￥２７，５００ 

紺刺しゅう ￥１４，３００ 

    

小振袖２７１  ￥２７，５００ 

紫        ￥８，８００ 

小振袖２７２￥２７，５００ 

紫      ￥８，８００ 

小振袖２７３ ￥２７，５００ 

紺刺しゅう  ￥１４，３００ 

小振袖２７４3L￥２７，５００ 

紫刺しゅう L  ￥１６，５００ 

    

小振袖２７５3Ｌ ￥２７，５００ 

エンジ L      ￥１６，５００ 

小振袖２７６3Ｌ￥２７，５００ 

紺 L         ￥１６，５００ 

小振袖２７７￥２７，５００ 

ﾜｲﾝぼかし桜￥１６，５００ 

小振袖２７８L￥２７，５００ 

紫バラ    ￥１４，３００ 

    
小振袖２７９  ￥２７，５００ 

ﾜｲﾝぼかし織   ￥１６，５００ 

小振袖２８０ ￥２７，５００ 

ムラサキ   ￥ ８，８００ 

小振袖２８１ ￥２７，５００ 

ﾜｲﾝぼかし桜  ￥１６，５００ 

小振袖２８２ ￥２７，５００ 

紫バラ     ￥１４，３００ 

 



卒業式 女袴一覧 

    

小振袖２８３L￥２７，５００ 

ﾜｲﾝぼかし桜   ￥１６，５００ 

小振袖２８４L￥２７，５００ 

ﾜｲﾝぼかし織 ￥１６，５００ 

小振袖２８８￥２７，５００ 

ﾜｲﾝぼかし桜  ￥１６，５００ 

小振袖２８９￥２７，５００ 

ｸﾞﾘｰﾝぼかし刺しゅう￥１６，５００  

    

小振袖２９０  ￥２７，５００ 

ﾜｲﾝぼかし桜    ￥１６，５００ 

小振袖２９１￥２７，５００ 

紺刺しゅう   ￥１４，３００ 

小振袖２９５ ￥２７，５００ 

ミントｸﾞﾘｰﾝ  ￥２２，０００ 

小振袖２９６￥２７，５００ 

モカ     ￥２２，０００ 

  

  

小振袖２９７  ￥２７，５００ 

モカ     ￥２２，０００ 

小振袖２９８Ｌ￥２７，５００ 

ミントｸﾞﾘｰﾝ  ￥２２，０００ 

 

 

 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              

小振袖０５８Ｌ￥１６,５００グリーンぼかし￥１１,０００ 



 

              

小振袖０６６￥１６,５００  紺刺しゅう￥１４,３００ 



 

              

小振袖０７４￥１６,５００ グリーンぼかし￥１１,０００ 



 

              

小振袖１７０2Ｌ￥22,000 グリーンぼかし￥11,000 



 

小振袖１７２Ｌ￥２２,０００グリーンぼかし￥１１,０００ 



 

             

 

小振袖１７６￥２２,０００  紺刺しゅう￥１４,３００ 



 

              

小振袖１７７Ｌ￥２２ ,０００   黒￥８ ,８００ 



 

              

小振袖１８８Ｌ￥２２ ,０００  エンジ￥８ ,８００ 



 

              

小振袖１９２Ｌ￥２２,０００  紺刺しゅう￥１４,３００ 



 

              

小振袖１９３Ｌ￥２２,０００  紺刺しゅう￥１４,３００ 



 

              

小振袖２０２￥２２,０００  紺刺しゅう￥１４,３００ 



 

              

小振袖２０３￥２２,０００ 茶桜ぼかし￥１４,３００ 



 

             

 

小振袖２０５￥２２ ,０００  ムラサキ￥８ ,８００ 



 

             

 

小振袖２０６￥２２,０００  紺刺しゅう￥１４,３００ 



 

  

小振袖２０７￥２２ ,０００  ムラサキ￥８ ,８００ 



 

             

 

小振袖２１１Ｌ￥２２,０００グリーンぼかし￥１１,０００ 



 

             

 

小振袖２１５Ｌ￥２２ ,０００   黒￥８ ,８００ 



 

             

 

小振袖２２７2Ｌ￥２２,０００ 紺刺しゅう￥１４,３００ 



 

             

 

小振袖２３１Ｌ￥１６,５００  紺刺しゅう￥１４,３００ 



 

             

 

小振袖２３２Ｌ￥１６,５００  紺刺しゅう￥１４,３００  



 

             

 

小振袖２３３￥１６,５００ グリーンぼかし￥１１,０００ 



 

             

 

小振袖２４３Ｌ￥２２ , ０００   黒￥８ , ８００ 



 

             

 

小振袖２５４Ｌ￥２２ ,０００   黒￥８ ,８００ 



 

             

 

小振袖２５５Ｌ￥２２,０００ 黒刺繍￥１６,５００ 



 

             

 

小振袖２５６Ｌ￥ 22,000 グリーン麻の葉￥ 16,500 



 

             

 

小振袖２５８Ｌ￥2 2 , 0 0 0 グリーン麻の葉￥1 6 , 5 0 0 



 

             

 

小振袖２６３￥２２ ,０００   黒刺繍￥１６ ,５００ 



 

             

 

小振袖２６５２Ｌ￥2 2 , 0 0 0   黒刺しゅう￥1 6 , 5 0 0 



 

             

 

小振袖２６６￥ 2 2 , 0 0 0  グリーン麻の葉￥1 6 , 5 0 0 



 

小振袖１０４￥１６,５００グリーン刺しゅう￥１６,５００ 



 

 

小振袖１６０2Ｌ￥１６ ,５００  エンジ￥８ ,８００ 



 

 

小振袖１８０￥２２,０００  グリーンぼかし￥１１,０００ 



 

 

小振袖１８１Ｌ￥２２,０００グリーンぼかし￥１１,０００ 



 

 

小振袖１９４￥２２,０００  紺刺しゅう￥１４,３００ 



 

 

小振袖１９７Ｌ￥２２ ,０００ 紫バラ￥１４ ,３００ 



 

 

小振袖１９９Ｌ￥２２,０００  グリーン麻葉￥１６,５００ 



 

小振袖２００Ｌ￥２２,０００  紫刺しゅう￥１６,５００ 



 

 

小振袖２１４Ｌ￥２２ ,０００   ムラサキ￥８ ,８００ 



 

 

小振袖２２０3Ｌ￥２２ ,０００  エンジ￥８ ,８００ 



 

 

小振袖２２５Ｌ￥２２,０００グリーンぼかし￥１１,０００ 



 

 

小振袖２２８Ｌ￥２２,０００グリーンぼかし￥１１,０００ 



 

小振袖２５３Ｌ￥２２,０００ｸﾞﾘｰﾝ刺しゅう￥１６,５００ 



 

 

小振袖２５９Ｌ￥２２ ,０００ 黒刺繍￥１６ ,５００ 



 

小振袖１７３￥１６,５００ グリーンぼかし￥１１,０００ 



 

小振袖１９８Ｌ￥２２ ,０００ 紫バラ￥１４ ,３００ 



 

小振袖２０１￥２２,０００ 金茶ぼかし￥１１,０００ 



 

小振袖２１０Ｌ￥２２,０００  茶桜ぼかし￥１４,３００ 



 

小振袖２１６2Ｌ￥２２,０００  紺刺しゅう￥１４,３００ 



 

小振袖２１７2Ｌ￥２２,０００ 金茶ぼかし￥１１,０００ 



 

小振袖２２２Ｌ￥２２,０００グリーンぼかし￥１１,０００ 



 

小振袖２２６Ｌ￥２２,０００グリーンぼかし￥１１,０００ 



 

小振袖２４２Ｌ￥２２ ,０００   黒￥８ ,８００ 



 

小振袖２４８Ｌ￥２２,０００グリーンぼかし￥１１,０００ 



 

小振袖２４９Ｌ￥２２ ,０００ ムラサキ￥８ ,８００ 



 

小振袖２５０￥２７,５００ グリーンぼかし￥１１,０００ 



 

小振袖２６０Ｌ￥２７,５００ワイン刺しゅう￥１６,５００ 



 

小振袖２６２Ｌ￥２２,０００ワイン刺しゅう￥１６,５００ 



 

小振袖０２８￥１６ ,５００   エンジ￥８ ,８００ 



 

小振袖１７１￥２２ ,０００   紫バラ￥１４ ,３００ 



 

小振袖１８４￥２２,０００  紺刺しゅう￥１４,３００ 



 

小振袖１８６Ｌ￥２２ ,０００   エンジ￥８ ,８００ 



 

小振袖１９５￥２２,０００  紺刺しゅう￥１４,３００ 



 

小振袖１９６￥２２ ,０００  ムラサキ￥８ ,８００ 



 

小振袖２０４￥２２,０００  グリーン麻葉￥１６,５００ 



 

小振袖２０８Ｌ￥２２,０００  紺刺しゅう￥１４,３００ 



 

小振袖２１８Ｌ￥２２ ,０００ ムラサキ￥８ ,８００ 



 

小振袖２２４2Ｌ￥２２ ,０００ エンジ￥８ ,８００ 



 

小振袖２３８￥１６,５００ 金茶ぼかし￥１１,０００ 



 

小振袖２４５￥２２ ,０００   エンジ￥８ ,８００ 



 

小振袖１７９2Ｌ￥１６,５００  金茶ぼかし￥１１,０００ 



 

小振袖１８７Ｌ￥２２ ,０００  エンジ￥８ ,８００ 



 

小振袖１９０Ｌ￥２２ ,０００  エンジ￥８ ,８００ 



 

小振袖１９１Ｌ￥２２ ,０００  エンジ￥８ ,８００ 



 

小振袖２１２Ｌ￥２２ ,０００ 紫バラ￥１４ ,３００ 



 

小振袖２１９3Ｌ￥２２,０００ 金茶ぼかし￥１１,０００ 



 

小振袖２２１Ｌ￥２２ ,０００  エンジ￥８ ,８００ 



 

小振袖２３６Ｌ￥２２,０００  金茶ぼかし￥１１,０００ 



 

小振袖２３７2Ｌ￥２２ ,０００ エンジ￥８ ,８００ 



 

小振袖２４０Ｌ￥２２ ,０００   黒￥８ ,８００ 



 

小振袖２４１Ｌ￥２２ ,０００  エンジ￥８ ,８００ 



 

小振袖２４６Ｌ￥２７,５００  金茶ぼかし￥１１,０００ 



 

小振袖２４７Ｌ￥２７ ,５００ ムラサキ￥８ ,８００ 



 

小振袖２５７２Ｌ￥２２,０００ ピンク刺繍￥１６,５００ 



 

小振袖２６１Ｌ￥２２,０００ ピンク刺繍￥１６,５００ 



 

小振袖２６７３Ｌ￥２７,５００ｴﾝｼﾞ刺しゅうＬ￥１６,５００ 



 

小振袖２６８３Ｌ￥２７,５００紫刺しゅうＬ￥１６,５００ 



小振袖２６９３Ｌ￥２７,５００紫刺しゅうＬ￥１６,５００ 



  

小振袖２７０￥２７,５００ 紺刺しゅう￥１４,３００ 



小振袖２７１￥２７ ,５００  ムラサキ￥８ ,８００ 



        

 

小振袖２７２￥２７ ,５００  ムラサキ￥８ ,８００ 



        

小振袖２７３￥２７,５００ 紺刺しゅう￥１４,３００ 



 

小振袖２７４３Ｌ￥２７,５００ 紫刺しゅうＬ￥１６,５００ 



            

 

小振袖２７５３Ｌ￥２７,５００ ｴﾝｼﾞＬ￥１６,５００ 



小振袖２７６３Ｌ￥２７,５００ 紺Ｌ￥１６,５００ 



 

              

小振袖２７７￥２７,５００ ﾜｲﾝぼかし桜￥１６,５００ 



 

              

小振袖２７８Ｌ￥２７ ,５００ 紫バラ￥１４ ,３００ 



 

              

小振袖２７９￥２７,５００ ﾜｲﾝぼかし織￥１６,５００ 



 

小振袖２８０￥２７ ,５００  ムラサキ￥８ ,８００ 



            

 

小振袖２８１￥２７,５００ ﾜｲﾝぼかし桜￥１６,５００ 



            

 

小振袖２８２￥２７ ,５００  紫バラ￥１４ ,３００ 



 

小振袖２８３Ｌ￥２７,５００ ﾜｲﾝぼかし桜￥１６,５００ 



 

小振袖２８４Ｌ￥２７,５００ ﾜｲﾝぼかし織￥１６,５００ 



 

小振袖２８８￥２７,５００ ﾜｲﾝぼかし桜￥１６,５００ 



 

小振袖２８９￥２７ ,５００ ｸﾞﾘｰﾝぼかし刺しゅう￥１６ ,５００ 



 

小振袖２９０￥２７ ,５００ ﾜｲﾝぼかし桜￥１６ ,５００  



 

小振袖２９１￥２７,５００ 紺刺しゅう￥１４,３００ 



 

小振袖２９５￥２７,５００ミントグリーン￥２２，０００ 



 

小振袖２９６￥２７ ,５００  モカ￥２２，０００ 



 

小振袖２９７￥２７ ,５００  モカ￥２２，０００ 



 

小振袖２９８Ｌ￥２７,５００ﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝ￥２２，０００ 




