


桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

1P 2P

生まれて初めて触れる雅（アート）

この度は、桂雛のカタログをご覧くださり誠にありがとうございます。

カタログの記載内容につきましてご注意いただきたい点がございますので

以下の項目を必ずお読みくださるようお願い申し上げます。

桂雛がこのコンセプトを掲げるきっかけが

ある大学教授からいただいた言葉でした

「感受性を育むには

　地域の文化や風習に触れさせるのが一番なんだ

　だから桂雛の仕事には意義があるのだよ」

この言葉をいただいてから

作業机に向かう心に迷いが消えました

感受性を育むことが豊かな創造性をうみ

健やかな成長を願う“ひな祭り”の風習は

心の健やかな成長をも願い育むことにつながる

そのことを歴史の長さが証明してくれています

「アート」＝日本の“色彩文化”“文様文化”ととらえ

雛人形にそれらを託すことこそが

私たちにできる意義だと

そして皆様がつないでくださる“ひな祭り”の文化に

“意義”を持たせることができると

おこがましいようですが考えております

　　健やかな

　　　　　成長を

　　　　　　　願って・・・・

桂雛の親王はすべて手作りです。着物の柄の出方や模様には

一体一体に差がございますので、必ずしも写真の通りにはなら

ない可能性があります。またカタログ上の色味と実物とでは微

妙な差異がでる場合があります。当店舗・ギャラリーにて実物を

ご確認いただくことをお勧め致します。

屏風や飾り台などの調度品も一つ一つ手作りのものです。親王

と同様に、金彩・蒔絵・墨絵などの手書き模様や塗り、箔押し

には写真と細かい点で違いが出る可能性があります。

商品の価格はすべて税込表記となっております。また、価格は

2022年11月1日現在のものです。予告なく価格を改定する場合が

あります。

桂雛は少量生産のため数に限りがあります。また季節商品のた

めカタログ記載の商品が完売・品切れの可能性があります。ご

予約は可能ですが、長期間のお取り置きは出来かねます。

お電話（029-289-3246）にてご相談ください。
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桂雛コンセプト動画



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

03P 04P

　唐織は主に能舞台の女役の表着として多彩で華やかな文様を発展させてきた織の技法

です。数十色に及ぶ絹糸を用い、撚りをかけない緯糸を刺繍のように表面に浮かび上がら

せて織り上げるのが特徴で、多彩な色使いのため古来から豊かな四季を彩る草花を多く

表現しています。自然の恵みをそめなす草木染の絹糸を唐織の技を駆使して瑞雲を織り上

げた衣装になっております。雲文の意匠は様々で、また鳥や花などと組み合わせたものな

ど多くの種類があります。この雛人形の衣装には神仙思想を受け継いだ瑞雲で、紫宸殿の

装飾にも多く用いられる高貴な文様の一つです。また白木材で統一した屏風、前飾り、親

王台の雛装飾具には、魔除けを意味する猩々緋色で雲柄を描き、雛人形の色遣いと文

様、雛飾りの文様と意匠、そしてそれぞれの素材が相まって、荘厳な雰囲気を際立たせた

桂雛の雛飾りとなっております。襲ねの色目は「山吹の匂い」の古典の色遣いです。

笏：本漆塗、太刀：古美色粢鍔

京十番親王飾「唐織袋帯：雲文錦」
うんもんにしき

間口９０cm × 奥行４２cm × 高さ３３cm

セット価格：４０５,３５０円

［ 内訳 ］

京十番親王「唐織袋帯：雲文錦」：

飾りセット「源氏雲セット」：

２８１,６００円

１２３,７５０円

うわぎ

ぬきいと

ししんでん

びょうぶ

しょうじょうひいろ

かさ やまぶき

PREMIUM

しゃく ふるびしょくしとぎつば
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価格はすべて消費税込です

商品詳細動画



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

05P 06P

　唐織は主に能舞台の女役の表着として多彩で華やかな文様を発展させてきた織の技法

です。数十色に及ぶ絹糸を用い、撚りをかけない緯糸を刺繍のように表面に浮かび上がら

せて織り上げるのが特徴で、多彩な色使いのため古来から豊かな四季を彩る草花を多く

表現しています。自然の恵みをそめなす草木染の絹糸を唐織の技を駆使して若松文を織り

上げた衣装になっております。松は四季を通じて変わることなく緑を保ち、千年の樹齢を

もって大木となる雄 し々い姿から神聖、清浄なものとして尊ばれてきました。とくに松文の

中でも芽生えてまもない若い松を文様化した若松文は、デザインも色遣いもお祝いにふさ

わしい意匠になっております。また屏風は、本銀箔を硫黄で燻す技法を施し、その中でも

珍しい｢黒貝箔｣だけを使用した本仕立て屏風になっております。襲ねの色目は「紅の薄

様」の古典の色遣いです。

笏：本漆塗、太刀：古美色粢鍔

京十番親王飾「唐織袋帯：若松文錦」
わかまつもんにしき

間口１００cm × 奥行４５cm × 高さ３７cm

セット価格：４３５,１６０円

［ 内訳 ］

京十番親王「唐織袋帯：若松文錦」：

屏風「12号三枚折 黒貝箔」：

花「30号No11-A黒 竹黒 紅白梅」：

親王台「檜親王台 31×31 松柄」：

敷布「30号床毛氈 ベージュ」：

２７７,２００円

１１０,０００円

２２,０００円

２２,０００円

３,９６０円

うわぎ

ぬきいと

かさ くれない うす

よう

しゃく ふるびしょくしとぎつば

PREMIUM

5 6
価格はすべて消費税込です

商品詳細動画



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

07P 08P

　唐織の技法で織り上げた袋帯を雛人形の衣装に使用しました。若松文には草木染色本

藍染で表現し、何色もの藍色でそれぞれの文様を表現。能舞台の衣装で技法を磨いた唐

織は、刺繍のように文様が浮き出るのが特徴で、雛人形の衣装に表現しても、桐材の飾台

も相まって、まさに「舞台映え」する雛飾りです。松は常緑なことから不変のものを表し、特

に若松は生命力の強さからも縁起の良い文様となっております。屏風には、表面が石目の

ように凹凸を表現された越前和紙を使用。飾台は、桐箪笥作家「秋山利広氏」に制作を依

頼。シンプルながらも技術の粋が詰まった桂雛の雛飾りです。襲ねの色目は「縹の匂い」

の古典の色遣いです。

笏：本漆塗

京十一番親王飾「唐織袋帯：草木染色若松文錦」
くさきせんしょく　わかまつもんにしき

間口５５cm × 奥行３０cm × 高さ２３.５cm

セット価格：２７３,９００円

［ 内訳 ］

京十一番親王「唐織袋帯：草木染色若松文錦」：

屏風「７号四曲屏風 石目調 越前和紙」：

飾り台「55cm桐飾台N（親王台付）」：

１９５,８００円

２８,６００円

４９,５００円

いしめ

かさ はなだ

きりたんす

しゃく

PREMIUM

桐箪笥作家　秋山利広氏

７ ８
価格はすべて消費税込です



和紙照明の土台の色は黒になります

桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

09P 10P

京十番親王飾｢プラチナ箔袋帯：御印文浜茄子｣
おしるしもん はま　な  す

間口９５cm × 奥行４１cm × 高さ４３cm

セット価格：３７６,２００円

（左右の飾り台をぴったり合わせると間口80cmで飾れます）

はまなす

　衣装には、皇室の御印でもある「浜茄子」をプラチナ箔で施した袋帯を使用。曲げ輪

職人：芳精堂の衝立、飾り台。セパレートタイプの飾り台やすかし縦格子は、壁を背景に

して飾るだけでなく、リビングの中央など、毎年違った飾り方を楽しめるアレンジ性に長け

た設計になっており、飾る場所を選ばない桂雛の雛飾りです。襲ねの色目は「蘇芳の匂

い」の古典の色遣いです。

［ 内訳 ］

京十番親王「プラチナ箔袋帯：御印文浜茄子」：

飾りセット「縦格子ダブル紅白梅飾りセット」：

２３３,２００円

１４３,０００円

かさ すおう
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価格はすべて消費税込です

商品詳細動画



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

11P 12P

京十番親王飾｢プラチナ箔袋帯：御印文白樺｣
おしるし もん しらかば

間口９５cm × 奥行４１cm × 高さ４３cm

セット価格：３７６,２００円

（左右の飾り台をぴったり合わせると間口80cmで飾れます）

しらかば

かさ

　衣装には、皇室の御印でもある「白樺」をプラチナ箔で施した袋帯を使用。曲げ輪職

人：芳精堂の衝立、飾り台。セパレートタイプの飾り台やすかし縦格子は、壁を背景にし

て飾るだけでなく、リビングの中央など、毎年違った飾り方を楽しめるアレンジ性に長けた

設計になっており、飾る場所を選ばない桂雛の雛飾りです。襲ねの色目は「紫の薄様」の

古典の色遣いです。

［ 内訳 ］

京十番親王「プラチナ箔袋帯：御印文白樺」：

飾りセット「縦格子ダブル紅白梅飾りセット」：

２３３,２００円

１４３,０００円

11 12
価格はすべて消費税込です

むらさき うすよう



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

13P 14P

　紫黒色地に織り上げた南天文を男雛の衣装に、柿色地に唐織の技法で鉄線唐草文を

織り上げた衣装を女雛に纏いました。南天は冬に果実をつけ、毒を消す効力もあることか

ら、また“難を転ずる⇒ナンテン”ということからも古くからの吉祥文様になっておりま

す。鉄線花は繊細優美な姿が工芸品や能衣装などの文様として屈指で、なかでも鉄線唐

草は秀逸な文様です。硬い蔦が特徴の植物で、そのことから確かな結びつきへの意味、願

いが込められ、こちらも古くからの吉祥文様になります。屏風は浅紫の和紙に手描きで木

蓮図を施し、色調の統一のある柔らかな印象の桂雛の雛飾りです。襲ねの色目は「紫の匂

い」の古典の色遣いです。

京十番親王飾「南天文錦」
なんてん もんにしき

間口９５cm × 奥行４５cm × 高さ３６cm

セット価格：２８９,４１０円

［ 内訳 ］

京十番親王「南天文錦」：

屏風「12号三枚折 手描き木蓮」：

灯り「80号木製コードレス燭台」：

前飾り「30号御殿貝桶 本金梅」：

敷布「30号床毛氈 エンジ」：

１９１,４００円

６９,３００円

１４,８５０円

９,９００円

３,９６０円

し こくいろ からおりなんてんもん てっせんからくさもん

かさ むらさき

13 14
価格はすべて消費税込です

商品詳細動画



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

15P 16P

　男雛の衣装：黄櫨染、女雛の衣装の唐衣：小葵地浮線の丸文（朱）、表着：小葵地浮線

の丸文（濃紫）の有職文様の西陣織です。屏風は表具師：片岡恭一氏の本仕立て屏風で、

手漉きの西ノ内和紙に小室久氏のかな料紙を使用。襲ねの色目「紫村濃」の古典の色遣

いです。初代から伝わる伝統的な桂雛の雛飾りです。

京十番親王飾「黄櫨染：桐竹鳳凰麒麟文錦」
きりたけ　ほうおう　き　りん もんにしきこうろぜん

こうろぜん こあおいじふせん まるもん うわぎ

まるもん

せん

こきむらさき ゆうそく

こあおいじふ

かさ むらさきむらご

からぎぬ

間口９５cm × 奥行４５cm × 高さ３７cm

セット価格：２９６,０１０円

［ 内訳 ］

京十番親王「黄櫨染：桐竹鳳凰麒麟文錦」：

屏風「12号 三枚折 かな料紙 重之集 舟」：

灯り「80号木製コードレス燭台」：

前飾り「30号 1点 優月型 総本金盛上」：

敷布「30号床毛氈 ベージュ」：

１９１,４００円

６９,３００円

１４,８５０円

１６,５００円

３,９６０円

15 16
価格はすべて消費税込です

商品詳細動画



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

17P 18P

京十番親王飾「桐竹鳳凰文錦」

　男雛、女雛ともに有職文様を着せ付けた雛人形に、行器と燭台、左右には紅白梅を装

飾させた古典的な雛飾りです。男雛には黒地の桐竹鳳凰文錦を女雛には朱地の雲立涌

地向鶴文錦で着せ付け、屏風には手摺り唐紙を使用し、文様柄「つぼつぼ」の意匠には、

日本人のデザイン力と感性の豊かさを感じる桂雛の雛飾りです。襲ねの色目は「梅襲ね」

の古典の色遣いです。

きりたけ　ほうおう もんにしき

間口８５cm × 奥行４２cm × 高さ３３cm

セット価格：２９４,４７０円

［ 内訳 ］

京十番親王「桐竹鳳凰文錦」：

屏風「11号三曲屏風：京からかみ：つぼつぼ」：

灯り「80号木製コードレス燭台エンジ / ベージュ房」：

前飾り「行器」：

花「紅白梅 繭玉3号」：

敷布「30号床毛氈 深紅」：

１９１,４００円

５５,０００円

１５,９５０円

６,１６０円

２２,０００円

３,９６０円

ゆうそく ほかい

きりたけほうおうもんにしき くもたてわく

じむかいづるもんにしき

かさ うめがさ

17 18
価格はすべて消費税込です

商品詳細動画



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

19P 20P

京十番親王飾「菱地向鳳凰の丸文錦」

　男雛の衣装には菱地向鳳凰の丸文、女雛の唐衣には雲立涌地向鶴文錦、表着には浮

線綾錦の西陣織を着せ付けました。屏風は表具師：北村松月堂の遠山柄の本仕立て屏

風。遠山柄は豊かさの象徴であり、異国の憧れを意味する日本独特の風土が生んだ意

匠。襲ねの色目「香の匂い」の古典の色遣い。伝統的な有職織の桂雛の雛飾りです。

ひし じ むかいほうおう まるもんにしき

間口９４cm × 奥行４５cm × 高さ３６cm

セット価格：２７７,９７０円

［ 内訳 ］

京十番親王「菱地向鳳凰の丸文錦」：

屏風「12号彩遠山（藤色：砂子入）三曲屏風」：

灯り「80号木製コードレス燭台」：

前飾り「行器」：

敷布「30号床毛氈 エンジ」：

１９８,０００円

５５,０００円

１４,８５０円

６,１６０円

３,９６０円

ひしじむかいほうおう くもたてわくじむかいづるもんにしき

せんりょうにしき

ふまるもん うわぎ

かさ こう ゆうそくおり

からぎぬ

19 20
価格はすべて消費税込です

商品詳細動画



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

21P 22P

商品詳細動画

　男雛の衣装は雲立涌地向鶴文、女雛の唐衣には亀甲地向鶴文、表着は菱地鳳凰の丸

文の古典柄を織り上げた西陣織の衣装です。屏風は表具師：北村松月堂の遠山柄の本仕

立て屏風。遠山柄は豊かさの象徴であり、異国の憧れを意味する日本独特の風土が生ん

だ意匠。襲ねの色目「紫村濃」の古典の色遣い。伝統的な桂雛の雛飾りです。

京十番親王飾「雲立涌地向鶴文錦」
くも たて わく じ むかいづるもんにしき

くもたてわくじむかいづるもん きっこうじむかいづるもん ひしじほうおう まるうわぎ

もん

かさ むらさきむらご

からぎぬ

間口９４cm × 奥行４５cm × 高さ３６cm

セット価格：２８０,６１０円

［ 内訳 ］

京十番親王「雲立涌地向鶴文錦」：

屏風「12号彩遠山（青竹色：砂子入）三曲屏風」：

灯り「80号木製コードレス燭台」：

前飾り「30号 1点 丸貝桶 黒 桜寿」：

敷布「30号床毛氈 深紅」：

１９８,０００円

５５,０００円

１４,８５０円

８,８００円

３,９６０円

21 22
価格はすべて消費税込です



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

23P 244P

京十番親王飾「川島織物：狩猟文錦」
しゅりょうもんにしき

めいぶつぎれ しゅりょうもんにしき

かさ はなだ

　川島織物の名物裂「狩猟文錦」の衣装。屏風は表具師：北村松月堂の遠山柄の本仕立

て屏風。遠山柄は豊かさの象徴であり、異国の憧れを意味する日本独特の風土が生んだ

意匠。襲ねの色目「縹の匂い」の古典の色遣い。伝統とモダンが融合した桂雛の雛飾りで

す。

間口９４cm × 奥行４５cm × 高さ４１cm

セット価格：３２５,０５０円

［ 内訳 ］

京十番親王「川島織物：狩猟文錦」：

屏風「12号遠山（群青：小石入）三曲屏風」：

灯り「80号木製コードレス燭台」：

前飾り「30号 1点 優月型 黒 桜」：

飾台「28号黒塗美龍畳平飾台」：

２２０,０００円

５５,０００円

１４,８５０円

１２,１００円

２３,１００円

23 24
価格はすべて消費税込です

商品詳細動画



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

25P 26P

　男雛の衣装には濃紫色地に細やかな描写を繊細に織り上げた楼閣山水文錦を、女雛

には柔らかな風合いの赤茶色地 唐草牡丹文錦を着せ付けました。楼閣とは遠くを見るた

めに作った重層の建物の総称で、山水や鳥、寺院などを鳥瞰で細やかにデザインされた

繊細な織物になっております。また牡丹は「百花の王」、唐草は子孫繁栄を意味し、それら

を大胆な構図で織り上げました。織物の表現力の豊かさを感じる桂雛の雛飾りです。ま

た屏風には金箔に絹の紗の織物を覆い、金彩で桜を描いた華やかな装飾になっておりま

す。襲ねの色目は「紅の匂い」の古典の色遣いです。

京十番親王飾「楼閣山水文錦」
ろうかくさんすいもんにしき

間口９１cm × 奥行４５cm × 高さ４２cm

セット価格：３０９,２１０円

［ 内訳 ］

京十番親王「楼閣山水文錦」：

屏風「12号三枚折 新裏箔 金彩桜」：

飾台「85cm 黒塗畳台」：

灯り「80号木製コードレス燭台エンジ / ベージュ房」：

前飾り「行器」：

１８７,０００円

７７,０００円

２３,１００円

１５,９５０円

６,１６０円

こきむらさきいろじ ろうかくさんすいもんにしき

からくさぼたんもんにしき

ちょうかん

かさ

しゃ

くれない

25 26
価格はすべて消費税込です

商品詳細動画



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

27P 28P

京十番親王飾「流水桜文錦」

　男雛の衣装には黒地の流水桜文錦を女雛の衣装には桃色地の流水桜文錦を着せ付け

ました。桜は日本では春をあらわす代表的な花で、流水は浄化や清らかさを意味します。

また屏風には金箔に絹の紗の織物を覆い、金彩で花丸文を描いた華やかな装飾になっ

ております。華やかさの中にも品格が漂い、寿ぐひと時にふさわしい、また春が待ち遠しく

なるような桂雛の雛飾りです。襲ねの色目は「梅襲ね」の古典の色遣いです。

りゅうすいざくらもんにしき

間口９１cm × 奥行４５cm × 高さ４２cm

セット価格：２８８,３１０円

［ 内訳 ］

京十番親王「流水桜文錦」：

屏風「12号三枚折 新裏箔 金彩花紋」：

飾台「85cm 黒塗畳台」：

灯り「80号木製コードレス燭台エンジ / ベージュ房」：

前飾り「行器」：

１６８,３００円

７４,８００円

２３,１００円

１５,９５０円

６,１６０円

りゅうすいざくらもんにしき りゅうすいざくらもんにしき

しゃ

かさ うめがさ

27 28
価格はすべて消費税込です

商品詳細動画



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

29P 30P

京十番親王飾「小葵地浮線の丸文錦」
こ あおい じ　ふ　せん まるもんにしき

こきむらさき こ あおいじ　ふせん まるもん まるこ あおいじ　ふせん

もん こ あおいじ　ふせん まるもんうわぎ

かさ くれない

からぎぬ

　男雛の衣装には、濃紫の小葵地浮線の丸文、女雛の唐衣には朱色の小葵地浮線の丸

文。表着には、鳥の子色の小葵地浮線の丸文の西陣織を着せ付けました。屏風は表具

師：柿岡陽樹氏の金彩桜砂子屏風です。襲ねの色目「紅の匂い」の古典の色遣い。柔らか

さの中にも格式の高い桂雛の雛飾りです。

間口８５cm × 奥行４５cm × 高さ３８．５cm

セット価格：２９１,７２０円

［ 内訳 ］

京十番親王「小葵地浮線の丸文錦」：

屏風「11号 三枚折 金彩桜砂子」：

灯り「みゆきコードレス雪洞 墨絵桜」：

前飾り「八角貝桶 黒塗／桜 エンジ房」：

飾台「80cm 佳純 平飾台」：

１９１,４００円

５５,０００円

１１,０００円

７,９２０円

２６,４００円

29 30
価格はすべて消費税込です

商品詳細動画



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

31P 32P

京十一番親王飾「箔入：菊花文錦(白)」

　菊は「身を軽くし、気を益し、人の寿を延ばす。」といわれ、四君子文の一つに数えられ

ます。その菊花を箔糸とともに白色地に織り上げた衣装を纏った雛人形です。十二単の色

遣いにも白色で統一し、単衣には鳥の子色の紗の織物を用い、色遣いに変化を持たせま

した。セパレートタイプの飾台と衝立は磁石で立たせる構造になっており、飾る場所と飾

り方にアレンジのきいた設計になっております。丸型の金の衝立と雛人形の衣装と色遣い

が、荘厳さと尊さを演出し、御目出度い初節句に華を添える、桂雛の雛飾りです。襲ねの

色目は「氷襲」の古典の色遣いです。

間口５６cm × 奥行２８cm × 高さ２０cm

セット価格：２７５,０００円

［ 内訳 ］

京十一番親王「菊尽くし文錦：白」：

飾りセット「磁石〇〇飾りセット」：

１７６,０００円

９９,０００円

かさ

こおりがさね

31 32

しくんしもん

しゃ

（左右の飾台をぴったり合わせた寸法です）

価格はすべて消費税込です



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

33P 34P

　繊細に描かれた葡萄唐草文様の友禅染の反物を衣装に纏った雛人形です。黒地に紫

のぼかし染の葡萄と蔦の緑が映える友禅です。葡萄は実りの姿から豊穣や多産を意味

し、五穀豊穣や子孫繁栄などを意味し古くから貴ばれてきました。屏風には、鳥の子色の

和紙に藤色の枝垂れ桜が表現された唐紙を使用し、雛人形の衣装がとても柔らかな雰囲

気で彩っています。ナチュラルな雰囲気の中にも、黒地の友禅の衣装がモダンさを演出す

る、現代の住空間にとても溶け込む桂雛の雛飾りです。襲ねの色目は「紫の匂い」の古典

の色遣いです。

京十一番親王飾「友禅：葡萄唐草文錦」
ぶどう  からくさ もんにしき

間口５６cm × 奥行２８cm × 高さ２２.５cm

セット価格：２２１,３２０円

［ 内訳 ］

京十一番親王「友禅：葡萄唐草文錦」：

飾りセット「枝垂れ桜屏風台セット」：

前飾り「ふくはら　紅白梅」：

花「球 豆豆 紅白梅」：

１５１,８００円

５５,０００円

７,５９０円

６,９３０円

ぶどうからくさもんよう

かさ むらさき

ゆうぜん

33 34

ぶどう つた

し だ

価格はすべて消費税込です



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

35P 36P

35 36

京十一番親王飾「龍村裂：菊もみ（金）」
たつむらぎれ

　本阿弥光悦が考案した「大菊もみ」というもみ紙を、抽象的・立体的に捉えて織物にう

つした、龍村美術織物「菊もみ（金）」の衣装になります。絹地本銀重ね箔の衝立と、駿河

千筋竹細工の雛飾りがシンプルな衣装にマッチし、現代の住空間にも合うインテリア性の

高い桂雛の雛飾りです。襲ねの色目は「蘇芳の匂い」の古典の色遣いです。

間口６４cm × 奥行３５cm × 高さ３４cm

セット価格：２５３,０００円

［ 内訳 ］

京十一番親王「龍村裂：菊もみ（金）」：

飾りセット「Ｓｈｉｎ重ね箔飾りセット」：

１６７,２００円

８５,８００円

かさ すおう

価格はすべて消費税込です

商品詳細動画



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

37P 38P

京十一番親王飾「龍村裂：菊もみ（銀）」
たつむらぎれ

　本阿弥光悦が考案した「大菊もみ」というもみ紙を、抽象的・立体的に捉えて織物にう

つした、龍村美術織物「菊もみ（銀）」の衣装になります。銀箔の衝立とバラをモチーフに

した駿河千筋竹細工の雛飾りはアレンジ性に長け、現代の住空間にも合うインテリア性

の高い桂雛の雛飾りです。襲ねの色目は「紫の匂い」の古典の色遣いです。

間口６４cm × 奥行３５cm × 高さ３４cm

セット価格：２５２,５６０円

［ 内訳 ］

京十一番親王「龍村裂：菊もみ（銀）」：

飾りセット「Ｓｈｉｎ銀箔飾りセット」：

１６７,２００円

８５,３６０円

かさ むらさき

37 38
価格はすべて消費税込です

商品詳細動画



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

39P 40P

京十一番親王飾「桐竹鳳凰文錦」

　男雛、女雛ともに有職文様を着せ付けた雛人形に、行器と燭台、左右には紅白梅を装

飾させた古典的な雛飾りです。屏風には手摺り唐紙を使用し、文様柄「太うず」の意匠に

は、日本人のデザイン力と感性の豊かさを感じます。コンパクトながらも伝統的な桂雛の

雛飾りです。襲ねの色目は「梅襲ね」の古典の色遣いです。

きりたけ ほうおう もんにしき

間口６０cm × 奥行３０cm × 高さ２８cm

セット価格：２４８,０５０円

［ 内訳 ］

京十一番親王「桐竹鳳凰文錦」：

屏風「9号三曲屏風：京からかみ：太うず」：

灯り「60号木製コードレス燭台エンジ / ベージュ房」：

前飾り「T-特小行器 エンジ房」：

花「正絹梅 豆豆」：

敷布「毛氈 赤」：

親王台「畳敷き親王台 小」：

１５４,０００円

４６,２００円

１５,０７０円

６,３８０円

１２,２１０円

３,９６０円

１０,２３０円

ゆうそく ほかい

かさ うめがさ

39 40

しょくだい

価格はすべて消費税込です

商品詳細動画



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

41P 42P

京十一番親王飾「七宝文錦」

　「つながり」や「絆」を意味する七宝文を、男雛には薄緑色、女雛には臙脂色の七宝文

錦で着せ付けました。屏風には手摺り唐紙を使用し、文様柄「むこう兎」の意匠には、日

本人の感性の豊かさを感じます。緋毛氈に行器と燭台、左右には紅白梅の装飾品で装飾

し、コンパクトながらも伝統的で格式高い桂雛の雛飾りです。襲ねの色目は「梅襲ね」の

古典の色遣いです。

しっぽうもんにしき

間口６０cm × 奥行３０cm × 高さ２８cm

セット価格：２３９,２５０円

［ 内訳 ］

京十一番親王「七宝文錦」：

屏風「9号三曲屏風 京からかみ 向こうむきうさぎ」：

灯り「60号木製コードレス燭台エンジ / ベージュ房」：

前飾り「T-特小行器 エンジ房」：

花 「正絹梅 豆豆」：

敷布「毛氈 赤」：

親王台「畳敷き親王台 小」：

１４５,２００円

４６,２００円

１５,０７０円

６,３８０円

１２,２１０円

３,９６０円

１０,２３０円

しっぽうもん うすみどり えんじ

かさ うめがさ

ほかいひもうせん

41 42

しょくだい

価格はすべて消費税込です

商品詳細動画



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

43P 44P

　梅は「寒なれど秀、春来るを率先して告げる」といわれ、四君子文の一つとされていま

す。その梅花を、枝とともに繊細に織り上げた枝梅文錦を衣装に纏った雛人形です。飾台

と背景の衝立は、後ろから見ても遜色のない設計になっており、壁を背にするだけでな

く、リビングの真ん中においても違和感なく飾れます。またセパレートタイプなので、飾台

と背景の衝立には、飾る場所や飾り方などアレンジ性にも長けております。美しいグラ

デーションをまとった深紅色の飾台と衝立に、衣装の上質な光沢感がとても映える桂雛の

雛飾りです。襲ねの色目は「紅の匂い」の古典の色遣いです。

京十一番親王飾「枝梅文錦」
えだうめもんにしき

間口５６cm × 奥行２８cm × 高さ２１cm

セット価格：２２０,０００円

［ 内訳 ］

京十一番親王「枝梅文錦」：

飾りセット「塗スタンドセット　タメ/白木」：

１５４,０００円

６６,０００円

しくんしもん

しんくいろ

かさ くれない

43 44

えだうめもんにしき

（左右の飾台をぴったり合わせた寸法です）

価格はすべて消費税込です



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

45P 46P

　雲は雨をもたらし、そしてそれが実りへとつながる、吉祥として様々な形で表現され、古

より即位式など荘厳な儀式にも装飾として用いられてきました。その雲を荘厳な雰囲気で

織り上げた雲文錦を衣装に纏った雛人形です。装飾は衣装の荘厳さをそのままにシンプ

ルにまとめました。飾台と背景の衝立は、後ろから見ても遜色のない設計になっており、壁

を背にするだけでなく、リビングの真ん中においても違和感なく飾れます。またセパレート

タイプなので、飾る場所や飾り方などアレンジ性にも長けた桂雛の雛飾りです。襲ねの色

目は「山吹の匂い」の古典の色遣いです。

京十一番親王飾「雲文錦」
うんもんにしき

間口５６cm × 奥行２８cm × 高さ２１cm

セット価格：２２０,０００円

［ 内訳 ］

京十一番親王「雲文錦」：

飾りセット「塗スタンドセット　黒/白木」：

１５４,０００円

６６,０００円

きっしょう

かさ

やまぶき

うんもんにしき

45 46

（左右の飾台をぴったり合わせた寸法です）

価格はすべて消費税込です



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

47P 48P

　男雛の衣装には、本草木藍染めを施した葡萄唐草文錦を、女雛には繊細に尾長鳥文を

織り上げた西陣織を使用しました。葡萄文は、生命の樹と称され、豊穣や繁栄を表しま

す。尾長鳥文は、楽園から飛来し幸福を運ぶ吉祥の意味合いを持ちます。屏風には、雲母

で表現された初梅模様の手摺り唐紙を使用。光の当たる角度で表情を変える唐紙は、時

間帯により様々な表情を見せてくれます。飾り台は桐箪笥作家「秋山利広氏」に制作を依

頼。伝統と、ナチュラルな雰囲気の中にモダンなテイストを併せ持った、桂雛の雛飾りで

す。襲ねの色目は「香の匂い」の古典の色遣いです。

京十一番親王飾「本藍染：葡萄唐草文錦」
ほんあいぞめ

間口５５cm × 奥行３０cm × 高さ２３．５cm

セット価格：２４８,８２０円

［ 内訳 ］

京十一番親王「藍染：葡萄唐草文錦」：

屏風「７号四曲屏風 江戸からかみ 初梅」：

飾り台「55cm桐飾台N」：

前飾り「ふくはら桜橘」：

花「球 桜橘 豆豆」：

１５１,８００円

３３,０００円

４９,５００円

７,５９０円

６,９３０円

あいぞ

きりたんす

かさ

はつうめ からかみ

ぶどう からくさ もんにしき
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ぶどう からくさ おながどりもん

ぶどう

おながどりもん きっしょう き ら

からかみて ず

こう

価格はすべて消費税込です



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

49P 50P

京十一番親王飾「亀甲地梅丸文錦」

　梅は、極寒の雪の中でも率先して芳醇な香りとともに春を告げる花として、四君子文の

一つとして尊ばれてきた文様です。その梅花を、亀甲文の上に丸文で表現した西陣織を衣

装に纏った雛人形です。屏風は桐の花を、影、日向で表現した手摺り唐紙を使用。飾台は

桐箪笥作家「秋山利広氏」が制作。衣装の紫色地と萌黄色地が、シンプルコンパクトなが

らも伝統と格式を兼ね備えた、桂雛の雛飾りです。襲ねの色目は「山吹の匂い」の古典の

色遣いです。

きっこう　じ  うめまる もんにしき

間口５５cm × 奥行３０cm × 高さ２３.５cm

セット価格：２４２,２２０円

［ 内訳 ］

京十一番親王「亀甲地梅丸文錦」：

屏風「７号四曲屏風 江戸からかみ 影日向小桐」：

飾り台「55cm桐飾台DB（親王台付）」：

前飾り「ふくはら 紅白梅」：

花「球 豆豆 紅白梅」：

１４５,２００円

３３,０００円

４９,５００円

７,５９０円

６,９３０円

て ず

もえぎ

きっこうもん

きりたんす

かさ やまぶき

しくんしもん

49 50

からかみ

価格はすべて消費税込です



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

51P 52P

　万寿菊文は菊花の文様の一種です。菊花文は邪気を払う長命の象徴として装束などに

多く用いられてきました。その中でも万寿菊は“久しく”祝う意味での願いを込めて「瑞

祥」としてめでたい文様です。その古典文様を「水浅葱色」と「紅梅色」に織り上げた西陣

織を衣装に纏いました。放射状に花びらを散りばめた屏風絵は、花にも雪の結晶にも見

え、春の予感を感じながら寒さをしのぶこの時期にふさわしい絢爛な桂雛の雛飾りです。

襲ねの色目は「香の匂い」の古典の色遣いです。

京十一番親王飾「万寿菊文錦」
まんじゅぎくもんにしき

間口５５cm × 奥行３３cm × 高さ２７cm

セット価格：２５１,２４０円

［ 内訳 ］

京十一番親王「万寿菊文錦」：

屏風「8号二曲一双 箔 花萌」：

飾り台「板足付飾台 黒 （石目塗玉台付）」：

前飾り「T-特小行器 エンジ房」：

花「正絹梅 豆豆」：

１５９,５００円

４４,０００円

２９,１５０円

６,３８０円

１２,２１０円

みずあさぎいろ

かさ こう

こうばいいろ

51 52
価格はすべて消費税込です



桂雛商品パンフ（A3 二つ折り）

53P 54P

京十一番親王MARU飾「吉祥雲文錦」

　雲は雨をもたらし、それが森や田畑を豊かなものにする吉祥として尊ばれた文様です。

古来より様々な意匠で表現され、この雛人形の衣装に使用した雲文は、艶消しの上品な

金箔を用い、とても特徴的で豊かな表現で織り込まれた西陣織で、カジュアルな飾りの中

にも、格式ある桂雛の雛飾りです。襲ねの色目は「橡の匂い」の古典の色遣いです。

きっしょうくも

間口４０cm × 奥行４０cm × 高さ２５cm

セット価格：１９８,４４０円

［ 内訳 ］

京十一番親王「吉祥雲文錦」：

屏風「8号二曲屏風 落水柄和紙 アカチャ」：

飾台「MARU40cmπ：黒」：

花「39D球 紅白梅」：

１５４,０００円

１５,４００円

１３,２００円

１５,８４０円

かさ

京十一番親王MARU飾「友禅：四季草花図」

　この雛人形の衣装には四季草花図を手描きで施した友禅を用いました。黒みを帯びた

濃紫色地を男雛に、鴇羽色地を女雛に使用し日本の四季をモチーフに伝統的な構図と技

法を用い、趣のある雛人形に仕立てました。シンプルで落ち着きのある雰囲気の中にも春

を思わせる穏やかな桂雛の雛飾りです。襲ねの色目は「香の匂い」の古典の色遣いです。

ゆうぜん

間口４０cm × 奥行４０cm × 高さ２５cm

セット価格：１９１,８４０円

［ 内訳 ］

京十一番親王「友禅：四季草花図」：

屏風「8号二曲屏風 落水柄和紙 ブドウ」：

飾台「MARU40cmπ：黒」：

花「39D球 紅白梅」：

１４７,４００円

１５,４００円

１３,２００円

１５,８４０円

かさ こう

し　 き そうか ず もんにしき

53 54

こきむらさきいろ ときはいろ

ゆうぜん きっしょう

つるばみ

価格はすべて消費税込です 価格はすべて消費税込です
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