
2019年9月1日改訂予定

品番 商品名 / サイズ（cm） 旧価格 新価格
N-279 手描きのれん 百合の花 88×150 ¥20,000 ¥23,800
N-280 手描きのれん 白鉄線 79×120【日本製】 ¥18,000 ¥22,000
N-286 手描きのれん 南天福寿 88×150 ¥21,000 ¥23,800
N-287 手描きのれん 鶴⻲⻑寿 88×150 ¥19,800 ¥23,000
N-288 手描きのれん 小手毬 88×150 ¥21,000 ¥23,800

品番 商品名 / サイズ（cm） 旧価格 新価格 N-289 ろうけつ染めのれん 藤なみ 88×150【日本製】 ¥22,000 ¥28,000
N-023 のれん 円相（紺）88×150 ¥14,800 ¥16,800 Nf-001 のれん ⻩⾦富⼠ 79×120【日本製】 ¥18,000 ¥22,000
N-039 のれん 波うさぎ 88×150 ¥18,000 ¥23,000 Nky-品番 KAYAのれん 78×120 (のれん棒付き) ¥3,800 ¥3,980
N-044 柿渋のれん 縞 88ｘ150【日本製】 ¥18,000 ¥21,000 Ts-品番 細タペストリー 10×170 ¥5,500 ¥6,300
N-065A のれん ひょうたん 88×150 ¥16,000 ¥20,000 Tm-品番 豆タペストリー 10×60 ¥3,000 ¥3,800
N-073 のれん 鯉の滝登り 88×150 ¥18,000 ¥21,000 T-107 タペストリー 六瓢箪 45×150 ¥12,000 ¥15,000
N-087 短冊のれん 紅つばき 88×150 ¥14,800 ¥19,800 T-117A タペストリー 山葡萄 ４５ｘ１５０ ¥12,000 ¥15,000
N-093 のれん 桜月夜 88×150 ¥19,800 ¥21,000 T-193 タペストリー 雷の太鼓釣り 45ｘ150 ¥11,000 ¥13,800
N-106 のれん めだか 88×150 ¥16,000 ¥18,000 T-217 タペストリー 鶴と⻲ 45x120 ¥10,800 ¥13,000
N-120 のれん 楓に鮎 88×150 ¥19,800 ¥23,800 T-255 タペストリー 恋鯉 45×150 ¥13,000 ¥16,800
N-145 無地麻のれん 生成 88×120【日本製】 ¥8,800 ¥10,000 T-289 和みタペストリー 鯛恵比寿 30×100 ¥9,000 ¥11,000
N-145a 無地麻のれん 生成 88×150【日本製】 ¥9,800 ¥11,000 T-290 縁起タペストリー 七転び八起き 20×120【仕様変更】 ¥7,800 ¥8,800
N-146〜150 無地染麻のれん 各色 88×120【日本製】 ¥9,800 ¥12,500 T-303 天軸タペストリー さくら雛 60ｘ35 ¥6,800 ¥8,500
N-146a〜150a 無地染麻のれん 各色 88×150【日本製】 ¥10,800 ¥13,800 T-341 天軸タペストリー ふくろう 60×42 ¥6,800 ¥8,500
N-154 のれん 瓢箪 88×150 ¥18,000 ¥21,000 T-344 タペストリー 椿 30ｘ150 ¥9,800 ¥12,800
N-160 のれん サクラノトキ 88×150 ¥19,800 ¥21,800 T-370 タペストリー 桃花に雛 30ｘ120 ¥10,000 ¥12,800
N-172 のれん 水玉⾦魚 88×150 ¥16,000 ¥20,000 T-376 タペストリー 若武者 45×120 ¥11,000 ¥15,000
N-183 風音のれん 山茶花 79×120 ¥13,800 ¥16,800 T-379 タペストリー 瓢箪に山法師 30×150 ¥9,800 ¥12,000
N-189 風音のれん 梅丸紋 79×120 ¥13,800 ¥16,800 T-410 タペストリー 雛祭り 30ｘ120 ¥12,000 ¥15,000
N-200 すかしのれん 白彼岸花 88×150 ¥18,000 ¥20,000 T-418 タペストリー かわせみ 45×120 ¥11,000 ¥14,000
N-208 のれん 月に梅 88×150 ¥18,000 ¥21,800 T-421 細タペストリー三連 尚武の節句 10×100 ¥11,000 ¥13,800
N-209 のれん 赤富⼠十二支 88×150 ¥19,800 ¥24,800 T-453 タペストリー 白南天 45ｘ150 ¥13,000 ¥15,000
N-211 のれん わたぼうし 88×150 ¥18,000 ¥19,800 T-463 タペストリー 吉野桜 45ｘ120 ¥12,000 ¥15,000
N-212 風音のれん 桜 79×120 ¥13,800 ¥16,800 T-484 タペストリー ひなげし 45ｘ130 ¥12,000 ¥15,000
N-216 風音のれん 蛍袋 79×120 ¥13,800 ¥16,800 T-501 タペストリー 山百合 30ｘ150【日本製】 ¥13,000 ¥16,800
N-249 短冊のれん あけび 88×150 ¥15,800 ¥19,800 T-512 タペストリー 粋円椿 60×150【日本製】 ¥19,800 ¥21,000
N-254 のれん 桜に四十雀 88×150【日本製】 ¥22,000 ¥28,000 T-519 細タペストリー三連 桜花雛 10×100 ¥12,000 ¥13,800
N-259 のれん 花火 79×120 ¥16,800 ¥19,800 T-529 天軸タペストリー 鯉乗り武者 60×35 ¥6,800 ¥8,500
N-260 風音のれん もみじ 79×120 ¥13,800 ¥16,800 T-541 タペストリー クリスマス・イヴ 45ｘ120 ¥12,000 ¥13,800
N-262 のれん 初釜 88×150 ¥19,800 ¥21,800 T-556 タペストリー 南天白椿 45×120 ¥12,000 ¥15,000
N-264 のれん 紅葉の宴 88×150【日本製】 ¥23,000 ¥28,000 T-582 タペストリー 鉄線花 60ｘ150【日本製】 ¥19,800 ¥21,000
N-265 のれん もくれん 88×150 ¥19,800 ¥21,800 T-620 タペストリー ひるねこに風鈴 30×130 ¥10,000 ¥12,000
N-268 四季彩のれん クレマチス 88×150 ¥18,000 ¥23,000 T-621 タペストリー 五葉通草 60ｘ150【日本製】 ¥19,800 ¥21,000
N-269 のれん 楓にかわせみ 79×120 ¥16,800 ¥19,800 T-623 タペストリー 秋野 45ｘ120 ¥12,000 ¥13,000
N-270 のれん 離宮市松 79×120【日本製】 ¥16,800 ¥19,800 T-636 タペストリー 紅葉の宴 40ｘ120【日本製】 ¥15,000 ¥18,000
N-278 ろうけつ染めのれん やなぎに蛍 88×150 ¥20,000 ¥23,800 T-637 タペストリー 藤しだれ 45ｘ150【日本製】 ¥15,000 ¥19,800

商品についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。実施日まで期間がある為
内容を変更させていただくことがありますのでご了承ください。
 今後とも京都洛柿庵のご愛顧を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

京都洛柿庵2019価格改定及び仕様変更について

 2019年9月1日に予定をしております京都洛柿庵の価格改定について該当商品をお知らせいたします。



2019年9月1日改訂予定

品番 商品名 / サイズ（cm） 旧価格 新価格 品番 商品名 / サイズ（cm） 旧価格 新価格
T-638 タペストリー はなみずき 40ｘ150 ¥11,000 ¥13,800 Z-品番 大衝立 W110xH135 ¥38,000 ¥45,000
T-648 タペストリー 鯉乗り三太郎 30×100【仕様変更】 ¥10,000 ¥12,000 Z-a品番 大衝立（生地のみ） W45xH120 ¥18,000 ¥21,000
T-650 タペストリー てまり紫陽花 45×135【日本製】 ¥15,000 ¥18,000 Z-品番 ミニ木枠タペストリー W12×H16 ¥1,500 ¥1,800
T-654 タペストリー 涼花 45ｘ150 ¥12,000 ¥15,000 Z-177 ミニ木枠タペストリー 十二干支セット W12×H16 ¥13,500 ¥15,000
T-659 タペストリー 山帰来（大） 36×135 ¥11,000 ¥13,000 Z-046 ミニ衝立 七福神 W37xH26 ¥9,800 ¥12,000
T-671 和みタペストリー 七福神 30×120 ¥10,000 ¥12,000 Z-179 ミニ衝立 六瓢箪 W37×H26 ¥10,000 ¥12,000
T-673 手描きタペストリー うつわ 皿 36×120【日本製】 ¥15,000 ¥18,000 Z-059/068/147/166 ミニ屏風四連 七秋草/⾦魚/さくら/紅白梅 W15xH48（1面） ¥11,000 ¥15,000
T-674 手描きタペストリー うつわ 壺 36×120【日本製】 ¥15,000 ¥18,000 Z-180 ミニ屏風四連 四季彩花 W15xH48（1面） ¥15,000 ¥16,800
T-678 ろうけつ染めタペストリー 短冊桃雛 45ｘ120【日本製】 ¥18,000 ¥19,800 Z-品番 四季遊枠シリーズ 34.5×77 ¥11,000 ¥13,500
T-679 手描きタペストリー 宵の月 36ｘ130【日本製】 ¥15,000 ¥16,800 Z-a品番 四季遊枠シリーズ（生地のみ）30×70 ¥7,200 ¥8,500
T-681 ろうけつ染めタペストリー 陣太鼓 45ｘ120【日本製】 ¥16,800 ¥18,000 RJZ-005Z 四季遊枠用 衝立脚（2脚1組）  4×13×4 ¥1,800 ¥2,000
T-682 ろうけつ染タペストリー めだか軸 45ｘ135 ¥11,000 ¥13,800 ODD-M品番 麻人形M 大入ＤＥＳＩＧＮ ¥3,500 ¥3,800
T-683 ろうけつ染めタペストリー 福六蛙 20ｘ120 ¥8,000 ¥9,000 ODD-S品番 麻人形S 大入ＤＥＳＩＧＮ ¥1,500 ¥2,000
T-686 手描きタペストリー 白鉄線軸 45ｘ120【日本製】 ¥13,000 ¥16,800 ODM-001 コースター 開運猫５枚セット 大入ＤＥＳＩＧＮ ¥3,500 ¥4,000
T-687 手描きタペストリー 名園枯山水 60×90【日本製】 ¥19,800 ¥21,000 ODS-品番 麻ストラップ 大入ＤＥＳＩＧＮ ¥1,200 ¥1,500
T-688 手描きタペストリー 飾り団扇 30×100 ¥10,000 ¥12,000 RJN-001 洛粋芭蕉布のれん 「芭蕉」 88×150【日本製】 ¥48,000 ¥58,000
T-697 染め分けタペストリー 七草月うさぎ 45×120 ¥12,000 ¥13,000 RJN-002 洛粋かさねのれん「月見うさぎ」 88ｘ150【日本製】 ¥32,800 ¥38,000
T-701 ろうけつ染めタペストリー ホワイトクリスマス 45×120 ¥12,000 ¥13,800 RJN-004 洛粋のれん 「咲桜」 88×150【日本製】 ¥25,000 ¥28,000
T-702 手描きタペストリー 迎春しめ飾り 45×150【日本製】 ¥16,800 ¥19,800 RJN-010 洛粋のれん 「扇面」 88×150【日本製】 ¥28,000 ¥30,000
T-704 ろうけつ染めタペストリー 内裏雛 45ｘ100 ¥13,800 ¥15,800 RJN-011 洛粋のれん 「秋七草」 88×150【日本製】 ¥28,000 ¥30,000
T-705 手描きタペストリー 枝垂月 30ｘ130 ¥12,000 ¥14,800 RJN-014 千々染のれん 「さきら」 79×120【日本製】 ¥26,000 ¥28,000
T-711 手描きタペストリー ⻘紅葉 45ｘ150【日本製】 ¥19,800 ¥23,800 RJN-020 洛粋 ろうけつ染めのれん 丸菊紋 88×150【日本製】 ¥29,800 ¥32,800
Tf-001 タペストリー 赤富⼠ 60×110【日本製】 ¥19,800 ¥21,000 RJT-001 洛粋タペストリー 「兜」 60ｘ120【日本製】 ¥21,800 ¥25,000
Th-003/004 花入タペストりー 柿渋 20×70 ¥6,800 ¥7,800 RJT-004 洛粋タペストリー 「⾦魚」 30×150【日本製】 ¥14,800 ¥18,000
Th-005/006 花入タペストリー 漆シリーズ 20×60【日本製】 ¥9,800 ¥10,000 RJT-009 洛粋芭蕉布タペストリー 「枯山水」 45ｘ150【日本製】 ¥38,000 ¥45,000
Th-007 花入漆タペストリー ⻘海波 45×45【日本製】 ¥10,800 ¥12,000 RJT-012 洛粋タペストリー 「こいのぼり」 30×150【日本製】 ¥14,800 ¥18,000
Th-008 花入タペストリー 麻の葉 20×70cm【日本製】 ¥9,000 ¥10,000 RJTs-001 洛粋細タペストリー 「蕎⻨猪⼝重ね」 10×170【日本製】 ¥10,000 ¥12,000
Th-009 花入タペストリー 線 20×70cm【日本製】 ¥9,000 ¥10,000 RJZ-001 洛粋四連衝立 「春夏秋冬」 W55×H135(1面)【日本製】 ¥120,000 ¥150,000
Th-056 花入小物 ながもちシリーズ W20×D8×H15 ¥3,800 ¥4,800 RJZ-003 洛粋四連衝立 「花鳥風月」 W55×H135(1面)【日本製】 ¥120,000 ¥150,000
Th-092 花入タペストリー 円窓 30×100【日本製】 ¥8,400 ¥9,500 RJZ-003A 洛粋衝立 「秋草に風月」 W55×H135(1面)【日本製】 ¥58,000 ¥68,000
Tz-001 水引タペストリー 市松⾦に鶴⻲梅結び 10×120【日本製】 ¥6,800 ¥8,000 S-004 のれん棒 １００ｃｍ（松・柿渋） ¥700 ¥800
Tz-002 水引タペストリー 市松銀に松竹梅 10×120【日本製】 ¥6,800 ¥8,000 S-007a タぺ棒SET（白樺・柿渋）２４ｃｍ 紐付 ¥300 ¥400
Tz-003 水引タペストリー 富⼠山 10×60【日本製】 ¥4,500 ¥5,500 S-013 タぺ棒ＳＥＴ（松・柿渋）４２ｃｍ 紐付 ¥500 ¥600

S-014 タペ棒ＳＥＴ（松・柿渋）３６ｃｍ 紐付 ¥400 ¥500
S-015 タぺ棒SET（細タペ用・柿渋） １０cm ¥300 ¥350
S-016 タペ棒ＳＥＴ（松・柿渋）５１ｃｍ 紐付 ¥600 ¥700
S-017 タペ棒ＳＥＴ（松・柿渋）６６ｃｍ 紐付 ¥650 ¥800


