
おしゃれ倶楽部 価格一覧表
名称 価格 名称 価格 名称 価格 名称 価格 名称 価格 名称 価格

ブラウス ¥450 紳士ポロシャツ ¥450 蝶ネクタイ ¥450 エプロン ¥550 レオタード ¥750 マクラカバー ¥400
婦人ポロシャツ ¥450 紳士Ｔシャツ ¥450 サッシュベルト ¥450 サロン ¥450 防寒ズボン ¥900 座布団カバー ¥400
婦人Ｔシャツ ¥450 紳士タンクトップ ¥450 リボン ¥250 予防帽 ¥550 スポーツウェアー上 ¥550 布団袋 ¥2,500
婦人タンクトップ ¥450 紳士ロングシャツ ¥750 スカーフ ¥450 予防帽（小） ¥450 スポーツウェアー下 ¥450 寝袋 ¥2,500
キャミソール ¥450 紳士スーツ上下 ¥1,000 マフラー ¥450 三角巾 ¥350 道着上 ¥800 寝袋羽毛 ¥3,500
婦人ロングシャツ ¥750 紳士上着 ¥550 ショール ¥750 ナースキャップ ¥450 道着下 ¥600 シーツＳ ¥600
婦人上着 ¥550 紳士ベスト ¥450 ショール大判 ¥1,000 コック帽 ¥750 道着帯 ¥250 シーツＷ ¥700
ボレロ ¥550 紳士ズボン ¥450 手袋 ¥450 ベビー服 ¥450 剣道袴 ¥2,000 包布Ｓ ¥700
婦人ベスト ¥450 紳士半ズボン ¥450 アームレングス ¥1,000 ロンパース ¥400 野球ストッキング ¥250 包布Ｗ ¥800
スカート ¥450 紳士カーディガン ¥450 レックウォーマー ¥450 ベビードレス ¥1,000 バレエコスチューム（子供） ¥1,750 ボアシーツＳ ¥800
婦人パンツ ¥450 紳士ロングカーディガン ¥750 ハンカチ　チーフ ¥350 ベビーケープ ¥750 祭り半天 ¥900 ボアシーツＷ ¥900
タイトスカート ¥450 紳士セーター ¥450 帽子 ¥750 ベビー帽子 ¥400 さるまた ¥750 ベットカバーＳ ¥1,200
フレアースカート ¥600 紳士ニットベスト ¥450 ニット帽子 ¥450 よだれ掛け ¥250 ゆかた ¥1,800 ベットカバーＷ ¥1,400
キュロット ¥450 モーニング上 ¥1,500 スヌード ¥600 子供上着 ¥385 ゆかた絞り ¥2,500 レースベットカバーＳ ¥1,700
ガウチョ ¥700 紳士礼服上下 ¥1,500 布バック ¥1,000 子供ズボン ¥315 ゆかた帯 ¥800 レースベットカバーＷ ¥1,900
ヒダスカート ¥800 紳士礼服上 ¥850 セーラー胸当 ¥50 子供スカート ¥315 子供ゆかた ¥1,000 フリルベットカバーＳ ¥2,200
プリーツスカート ¥800 紳士礼服ベスト ¥650 セーラー服 ¥550 子供ジャンパースカート ¥700 三尺帯 ¥650 フリルベットカバーＷ ¥2,400
ペチコート ¥450 紳士礼服ズボン ¥650 学生上着 ¥550 子供コート ¥700 腰ひも ¥250 ベットパットＳ ¥2,000
オーバーオール ¥1,000 セーター ¥450 学生ベスト ¥450 子供セーター ¥315 丹前 ¥1,800 ベットパットＷ ¥2,400
ジャンパースカート ¥1,000 カーディガン ¥450 学生ズボン ¥450 子供カーディガン ¥315 綿入れ半天 ¥1,000 タオルケットＳ ¥600
ワンピース ¥1,000 コート ¥1,350 学生スカート ¥550 子供ブラウス ¥315 ちゃんちゃんこ ¥1,000 タオルケットＷ ¥800
ワンピース・プリーツ ¥1,350 ショートコート ¥1,000 学生ヒダスカート ¥700 子供ワイシャツ ¥180 甚平上下 ¥1,200 毛布（単）Ｓ ¥1,400
チュニック ¥650 トレンチコート ¥1,350 学生ジャンパースカート ¥1,000 子供オープンシャツ ¥315 作務衣上下 ¥1,200 毛布（単）Ｗ ¥1,700
ワンピースペチコート ¥650 ニットコート ¥1,000 セーラーネクタイ ¥450 子供ベスト ¥315 足袋 ¥450 毛布（袷）Ｓ ¥1,700
ニットワンピース ¥1,250 ポンチョ ¥1,000 ハチマキ ¥250 子供ワンピース ¥700 半襟 ¥1,000 毛布（袷）Ｗ ¥2,000
婦人カーディガン ¥450 ママコート ¥1,350 園服 ¥385 子供フォーマルワンピース ¥1,750 長襦袢（化繊） ¥2,494 かいまき毛布 ¥2,000
婦人ロングカーディガン ¥750 ジャンパー ¥1,000 園児半ズボン ¥315 子供ジャンパー ¥700 半襦袢（化繊） ¥750 ひざ掛け毛布 ¥1,000
婦人セーター ¥450 ジャンパー薄手 ¥650 園児スカート ¥315 子供ニットベスト ¥315 肌襦袢 ¥750 ベビー毛布 ¥1,200
婦人ニットベスト ¥450 ベスト厚手 ¥600 園帽 ¥750 子供スキージャンパー ¥1,400 裾よけ ¥750 肌掛布団Ｓ（ポリ） ¥2,200
フォーマルボレロ ¥650 ダウンコート ¥3,000 園帽ベレーボウ ¥650 子供スキーズボン ¥1,050 着物（化繊・ウール） ¥3,673 肌掛布団Ｗ（ポリ） ¥2,500
フォーマルドレス ¥3,000 ダウンハーフジャケット ¥2,500 スモック ¥315 子供ジャンプスーツ ¥2,310 羽織（化繊・ウール） ¥2,500 掛け布団Ｓ（ポリ） ¥3,000
フォーマルワンピース ¥2,500 ダウンジャンパー ¥2,000 防災頭巾 ¥500 子供ジャンパー薄手 ¥700 袴（化繊・ウール） ¥2,700 掛け布団Ｗ（ポリ） ¥3,500
礼服ワンピース ¥1,450 ダウンベスト ¥1,350 防寒ジャンパー ¥1,000 子供ダウンコート ¥2,100 タッセル ¥250 こたつ布団正方形 ¥2,700
婦人礼服上着 ¥850 オーバーコート ¥1,350 作業ジャンパー ¥1,000 子供ダウンジャンパー ¥1,400 チャイルドシート一式 ¥3,000 こたつ布団長方形 ¥3,000
礼服ブラウス ¥650 ライナー ¥450 作業着上 ¥550 スキージャンパー ¥2,000 車シートカバー ¥3,000 こたつ敷正方形 ¥2,300
礼服スカート ¥650 ダウンライナー ¥1,000 作業シャツ ¥450 スキーズボン ¥1,500 車レースシートカバー ¥2,500 こたつ敷長方形 ¥2,600
婦人礼服ズボン ¥650 フード ¥200 作業着ズボン ¥450 ジャンプスーツ ¥3,300 椅子カバー（一人掛） ¥1,000 こたつ上掛正方形 ¥1,400
チャイナ服上 ¥1,500 ウエストベルト ¥150 つなぎ ¥1,000 スキー手袋 ¥1,000 テーブルクロス ¥800 こたつ上掛長方形 ¥1,700
チャイナドレス ¥2,500 付属ベルト ¥50 事務服 ¥550 グランドコート ¥1,350 レーステーブルクロス ¥1,800 こたつ毛布正方形 ¥1,700
チマチョゴリ上 ¥1,500 付属衿ファー ¥250 事務ベスト ¥450 ヤッケ ¥1,000 ピアノカバー ¥2,500 こたつ毛布長方形 ¥2,000
チマチョゴリ下 ¥2,500 付属カフスファー ¥250 事務スカート ¥450 ウインドブレーカー ¥650 バスタオル ¥400 ボア敷パットＳ ¥2,400
アオザイ上下 ¥2,500 衿 ¥250 白衣（長） ¥800 トレーナー ¥450 のれん ¥800 ボア敷パットＷ ¥2,800
Ｙシャツハンガー ¥180 カフス ¥250 白衣（短） ¥600 フリース ¥450 紅白幕／㎡ ¥400 パジャマ（上下） ¥750
ワイシャツタタミ ¥230 胸当 ¥250 看護婦白衣 ¥900 パーカー ¥550 旗 ¥650 ガウン ¥1,000
オープンシャツ ¥450 ネクタイ ¥450 割烹着 ¥650 スエットパンツ ¥450 敷物 ¥3,000 羽毛肩当 ¥1,000
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