
ワイシャツ 学生服類 シーツ・カバー類 和装品
Yシャツ(ハンガー) 300 円～ 学生上着 968 円～ シーツ(S) 1,320 円～ 振袖 15,400 円～

Yシャツ(タタミ) 388 円～ 学生ズボン 605 円～ シーツ(W) 2,068 円～ 留袖 15,400 円～

セーラー上着 968 円～ 布団カバー(S) 1,485 円～ 喪服(袷) 10,120 円～

メンズ類 学生スカート 660 円～ 布団カバー(W) 2,200 円～ 喪服(単) 9,240 円～

メンズ 上着 968 円～ 学生ｼﾞｬﾝﾊﾟｰｽｶｰﾄ 660 円～ ｺﾀﾂ布団カバー 2,200 円～ 訪問着(袷) 13,200 円～

スラックス 605 円～ 学生ベスト 660 円～ まくらカバー 770 円～ 訪問着(単) 13,200 円～

メンズパンツ 660 円～ 学生ブラウス 748 円～ 座布団カバー 770 円～ 長着(袷) 10,120 円～

メンズベスト 660 円～ 学生コート 1,760 円～ クッションカバー 1,320 円～ 長着(単) 9,240 円～

学生ネクタイ 660 円～ ソファーカバー 2,750 円～ お宮参り祝着 3,960 円～

レディス類 学生スカーフ 968 円～ カバー 1,320 円～ ３才祝着 4,400 円～

レディス上着 968 円～ 学生リボン 660 円～ フェイスタオル 715 円～ 長襦袢(3才祝着用 3,960 円～

レディスパンツ 660 円～ 学生セーラーえり 165 円～ バスタオル 968 円～ ７才祝着 6,600 円～

レディスベスト 660 円～ 学生ｾｰﾗｰ袖(ｿﾃﾞ) 165 円～ 長襦袢(7才祝着用 5,280 円～

ボレロ 968 円～ 布団類 子供和服(被布) 3,960 円～

ブラウス 748 円～ ベビー類 掛け布団(S) 6,490 円～ 子供和服(シゴキ) 2,662 円～

チュニック 1,375 円～ ベビードレス 2,420 円～ 掛け布団(W) 7,975 円～ ５才祝着 6,050 円～

スカート 660 円～ ベビーぼうし 660 円～ 敷き布団(S) 6,490 円～ 羽織(5才祝着用) 6,050 円～

ロングスカート 660 円～ ﾍﾞﾋﾞｰｽﾀｲ(ｴﾌﾟﾛﾝ) 660 円～ 敷き布団(W) 7,975 円～ 小袴(5才祝着用) 4,840 円～

プリーツスカート 660 円～ ベビーカーカバー 2,420 円～ 肌掛け布団(S) 3,410 円～ 長襦袢(5才祝着用 4,400 円～

だっこひも 2,420 円～ 肌掛け布団(W) 4,510 円～ 羽織 9,240 円～

礼服類 だっこひもｶﾊﾞｰ綿 2,420 円～ 羊毛布団(S) 7,975 円～ 道行コート 9,240 円～

メンズ礼服上着 1,452 円～ だっこ紐ｶﾊﾞｰﾀﾞｳﾝ 2,420 円～ 羊毛布団(W) 11,770 円～ 雨コート 9,240 円～

メンズ礼服スラックス 908 円～ 羽毛布団(S) 7,975 円～ 長襦袢(袷) 7,920 円～

メンズ礼服ベスト 990 円～ スポーツ類 羽毛布団(W) 11,770 円～ 長襦袢(単) 6,600 円～

レディス礼服上着 1,452 円～ ﾄﾚｰﾅｰ上 968 円～ 羽毛肌掛布団(S) 6,490 円～ 長襦袢(振袖用) 9,240 円～

レディス礼服ﾊﾟﾝﾂ 990 円～ ﾄﾚｰﾅｰ下 748 円～ 羽毛肌掛布団(W) 7,975 円～ 袴 7,920 円～

礼服スカート 990 円～ ジャージ上 968 円～ 羽毛まくら 2,970 円～ 丸帯 9,240 円～

礼服ワンピース 2,228 円～ ジャージ下 748 円～ ﾍﾞｯﾄﾊﾟｯﾄ(S) 3,410 円～ 袋帯 9,240 円～

レディス礼服ベスト 990 円～ スキー上 2,068 円～ ﾍﾞｯﾄﾊﾟｯﾄ(W) 4,510 円～ 名古屋帯(袷) 7,260 円～

スキー下 2,068 円～ 座布団 2,178 円～ 名古屋帯(単) 5,500 円～

シャツ類 スキーつなぎ 3,080 円～ コタツ布団 4,510 円～ 博多帯 4,400 円～

シャツ 748 円～ スキー手袋 715 円～ ベビーマットレス 4,290 円～ 半巾帯 3,080 円～

ブラウス 748 円～ 野球上 968 円～ ベビー布団 4,290 円～ 総絞り帯 3,300 円～

ポロシャツ 748 円～ 野球下 748 円～ 寝袋 4,290 円～ 兵児帯 2,057 円～

Tシャツ 748 円～ 柔道上 968 円～ 帯〆め 1,320 円～

柔道下 748 円～ 毛布類 帯上げ 1,320 円～

ワンピース類 はかま 1,980 円～ 毛布(S) 2,970 円～ 伊達衿 1,320 円～

ワンピース 1,485 円～ バレエ衣装 4,015 円～ 毛布(W) 4,510 円～ 肌襦袢 880 円～

ドレス 5,500 円～ ゼッケン 715 円～ 二重毛布(S) 2,970 円～ 腰巻 880 円～

アンダードレス 748 円～ はちまき 715 円～ 二重毛布(W) 6,490 円～ 半襟 605 円～

ひざかけ毛布 2,970 円～

ニット類 作業着類 ベビー毛布 2,970 円～ 皮革製品
セーター 748 円～ 作業上 968 円～ 皮上着(袖のみ皮) 5,500 円～

カーディガン 748 円～ 作業下 748 円～ じゅうたん・カーテン類 皮上着 7,920 円～

ニットベスト 748 円～ 作業ツナギ 1,320 円～ カーペット.ラグ 1,980 円～ 皮コート 10,120 円～

ロングセーター 1,485 円～ 作業帽子 660 円～ 高級  じゅうたん 5,390 円～ 皮スカート 5,500 円～

ﾛﾝｸﾞｶｰﾃﾞｨｶﾞﾝ 1,485 円～ エプロン 660 円～ 電気カーペット 3,190 円～ 皮パンツ 6,050 円～

ガウン 1,815 円～ コック・白衣(短) 1,320 円～ ｶｰﾃﾝ(1平米727円) 968 円～ 皮ベスト 3,960 円～

コック・白衣(長) 1,320 円～ ﾚｰｽｶｰﾃﾝ1平米727 968 円～ 皮帽子 3,960 円～

コート・ジャンパー類 コック・白衣下 748 円～ 皮手袋 2,662 円～

コート 1,760 円～ ナースワンピース 1,320 円～ バック・財布類 一部皮付上着 6,380 円～

防寒コート(綿入) 1,760 円～ コック帽子 748 円～ 【Ｓコース】 一部皮付ｽﾞﾎﾞﾝ 6,380 円～

ジャンパー 968 円～ ナースキャップ 748 円～ ﾊﾞｯｸ(革製品)Sｺｰｽ 8,470 円～ 一部皮付ｽｶｰﾄ 6,380 円～

防寒ｼﾞｬﾝﾊﾟ(綿入) 1,760 円～ 三角巾 748 円～ ﾊﾞｯｸ(異素材)Sｺｰｽ 6,050 円～ 一部皮付ｺｰﾄ 7,260 円～

防寒ベスト(綿入) 1,760 円～ 財布ﾎﾟｰﾁ(革)Sｺｰｽ 2,904 円～ 一部皮付ﾀﾞｳﾝｼﾞｬﾝ 7,920 円～

お祭り用品 財布ﾎﾟｰﾁ(異素材)Sｺｰｽ 2,420 円～ 一部皮付ﾀﾞｳﾝｺｰﾄ 10,120 円～

ダウン類 ゆかた 2,068 円～ 【ブランドコース】 一部毛皮ｺｰﾄ 7,260 円～

ダウン ベスト 3,410 円～ ゆかた帯(兵児帯) 2,068 円～ ﾊﾞｯｸ(革)ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 14,520 円～ 毛皮コート 39,600 円～

ダウンジャンパー 4,400 円～ ゆかた上(子供) 1,430 円～ ﾊﾞｯｸ(異素材)ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 7,260 円～ 毛皮上着 26,400 円～

ダウンコート 5,830 円～ ゆかた下(子供) 1,430 円～ 財布ﾎﾟｰﾁ(革)ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 6,292 円～ 毛皮付ﾏﾌﾗｰ.ﾌｰﾄﾞ 4,400 円～

ダウンパンツ 4,180 円～ 足袋(たび) 968 円～ 財布ﾎﾟｰﾁ(異素材)ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 4,356 円～ 毛皮皮付ｶｰﾃﾞｨｾｰﾀ 4,400 円～

ダウンフード 605 円～ はっぴ 968 円～ ファー(毛皮) 3,960 円～

ダウン ライナー 3,080 円～ はっぴ帯 968 円～ 付属品類 ムートン上着 13,200 円～

甚平上 968 円～ ベルト 165 円～ ムートンベスト 6,600 円～

小物・マフラー類 甚平下 968 円～ 襟(えり)ベルト 0 円～ ムートンコート 17,600 円～

マフラー 660 円～ 半天 968 円～ 肩(かた)ベルト 0 円～ ﾑｰﾄﾝ敷物(一匹) 3,300 円～

スカーフ 968 円～ はちまき 880 円～ 袖(そで)ベルト 0 円～ ムートン(裏ありクッション） 2,200 円～

ショール 968 円～ フード 165 円～

手袋 660 円～ ぬいぐるみ類 ライナー 495 円～

帽子 660 円～ ぬいぐるみ30cm未満 1,870 円～ 襟(ﾌｧｰ含む) 165 円～

ネクタイ 660 円～ ぬいぐるみ30-60cm 3,740 円～ リボン 165 円～

ハンカチ 660 円～ ぬいぐるみ60cm以上 4,950 円～ 飾りひも 165 円～

＜メニュー・料金表＞遊園北口店
住所：神奈川県川崎市多摩区登戸1811　　電話番号：044-933-7664　　営業時間：毎日　9:00-20:00　　　　年中無休 （※年末年始・盆休み除く）

※2023年4月時点の税込料金です。諸事情により料金改定することがあります。最新の料金は店舗へご確認ください。

こちらの料金表は定価のスタンダードコースです。ゴールドコースは表示金額の1.5倍、プレミアムコースは表示金額の２.５倍となります


