
 

＜報道関係各位＞ 

                                2014 年 1 月 9 日 

                         一般社団法人 日本人形協会 

 

1 月初旬、日本人形業界では、早くも「雛人形商戦」がスタートしました。商戦ピークを迎える 2 月中旬

節句人形店は、１年を通じて最も華やかな時期を迎えます。 

 

【市場規模について】 

厚生労働省の発表によると、平成 24 年に誕生した女児は、約 50.5 万人。今年は、2.6％減の 

約 49.2 万人の見込みです。一般社団法人日本人形協会（※別紙）では、長女の割合（70％）、家庭で 

の購入意欲（90％）と、雛人形の平均価格（約 14 万円）から、今年の雛人形売上額は、約 434 億円と 

推定。これに、贈答ケースなど 80 億円（昨年実績）を加え、市場の売上総額は、約 514 億円と見込んで 

います。 

 

【“シニア層”の新たな需要】 

売れ筋商品は、コンパクトな親王飾りや三段飾りです。カラーバリエーションは、パステル系のピンク、

ベージュ、白など洋室に合うものが増えています。 

 さらに、最近の傾向として、“孫のためだけでなく、自分用の雛人形を購入する”シニア世代の女性が 

増えています。このような流れを受けて、当協会では、10 月 9 日「大人の雛祭り」（重陽の節句）を提唱 

しています。 

  

【販売のプロ、節句人形アドバイザー】 

販売員の知識向上のため、当協会では 2008 年、「節句人形 

アドバイザー」試験認定制度を導入、節句人形の知識はもちろん 

節句行事の知識に精通した 521 名の合格者が、全国のお店で 

販売のプロとして活躍しています。 

          

日本人形協会は「日本の元気は、家族の絆から」をスローガンに、 

本年も節句行事の盛り上げを通じて、社会に貢献して参ります。 

 

【 本件に関するお問い合わせ先 】 

年明け早くも、雛人形商戦がスタート！ 

２０１４年「雛人形の市場動向」について 

プレスリリース 

一般社団法人 日本人形協会  http://www.ningyo-kyokai.or.jp/ 

 広報委員長  渡邊 忍（わたなべ しのぶ） 

TEL：027-327-2223  E-mail：shinobu8933@gmail.com 

  ※緊急の場合/渡邊携帯：090-9316-2121  

雛祭り店頭ポスター 
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: 一般社団法人日本人形協会 
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: １９７３年１０月 
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: 〒111‐0052  東京都台東区柳橋２－１－９（東京卸商センター 4Ｆ） 

電 話 番 号 

 

  

: TEL. ０３（３８６１）３９５０ ／ FAX. ０３（３８５１）８２４８ 

E - m a i l 

 

 

: office@ningyo-kyokai.or.jp 

 

目     的 

 

 

 

: 日本人形類に係る関連産業の健全な発展を図り、我が国伝統工芸産業の振興

と、国民生活の文化的向上に寄与する。 

役     員 : 名誉会長  金林 作郎     

 

会   長  八木駿一郎 

 

副 会 長   柿沼 正志、倉片 順司、熊野 建介 

 

専務理事  金林 健史 

 

常務理事  駒田 健治 

 

 

会  員  数 : ３75 社 

 

一般社団法人日本人形協会 概要 



◆一般社団法人 日本人形協会 広報委員会名簿 （平成 25 年 11 月現在） 

本部広報委員会 

地域広報委員会 

  社名 氏名 〒 住所 電話 

北海道 ㈱カネイ小川 小川良吉 060-0005 札幌市中央区北五条西 15 丁目 011-642-4111 

秋田 ㈱秋田人形会館 小倉進一 010-0061 秋田市卸町 2-3-1 0188-63-5963 

宮城 ㈱マリヤ人形店 亀山政博 980-0811 仙台市青葉区一番町 4-5-21 022-222-7597 

山形 ㈱阿部玩具 阿部龍太 990-0071 山形市流通ｾﾝﾀｰ 1-6-3 023-633-3121 

福島 ㈱人形の東月 脇山智彦 970-8033 福島県いわき市自由ｹ丘 61-7 0246-28-3675 

群馬 ㈱大喜 大谷伸一郎 371-0851 前橋市総社町植野 572-3 027-251-6000 

栃木 人形の峰雲堂 尾島豊治 327-0843 佐野市堀米町 351 0283-22-1437 

茨城 ㈱幸月 古田幸男 310-0053 茨城県水戸市末広町 3-2-7 029-221-3078 

千葉 ㈱高田屋人形店 高田重道 280-0005 千葉市中央区道場南町 1-5-2 043-227-5337 

埼玉 ㈲鈴木人形 鈴木 隆 339-0057 さいたま市岩槻区本町 3-5-16 048-757-0222 

東京 ㈱吉德 山田德兵衞 111-8515 台東区浅草橋 1-9-14 03-3851-0161 

神奈川 ㈱福田屋 河原雅人 251-0053 神奈川県藤沢市本町 1-3-29 0466-23-3131 

新潟 ㈱隆和堂 川上隆雄 955-0095 新潟県三条市代官島 1599-1 0256-35-0989 

長野 松葉弥 関 陸夫 386-0012 長野県上田市中央 3-6-3 0268-25-3355 

山梨 人形の皇徳 坂井敏郎 400-0854 山梨県甲府市中小河原町 1590 055-243-5033 

富山 ㈱高田卸方屋 高田知木 930-0982 富山県富山市荒川 5 丁目 1-11 076-423-6124 

石川 ㈲人形の浅村 浅村章弘 920-0854 石川県金沢市安江町 5-21 076-262-5415 

福井 ㈱コマヤ 佐々木健雄 915-0801 福井県越前市家久町 102-3-3 0775-24-3388 

岐阜 ㈱後藤人形 後藤康彦 500-8885 岐阜県岐阜市大柳町 2-33 058-252-1526 

静岡 ㈲北村人形 甲賀峰子 421-0206 静岡県焼津市上新田 693-2 054-622-0435 

愛知 ㈱吉浜人形 神谷 毅 444-1331 愛知県高浜市屋敷町 1-5-14 0566-52-2111 

三重 ㈱ヒロモリ 広森重孝 510-0235 三重県鈴鹿市南江島町 18-30 059-386-5030 

京都 田中人形㈱ 田中義則 606-8345 京都市左京区東大路通仁王門下ﾙ 075-761-4151 

大阪 ㈱増村人形店 増村和行 540-0017 大阪市中央区松屋町住吉 1-8 06-6763-1870 

奈良 ㈱奈良ニシカワ 西川悦徳 636-0246 奈良県磯城郡田原本町千代 579-1 07443-3-2001 

和歌山 ㈱をぐらや 土井康生 640-8033 和歌山市本町 2-6 0734-23-0393 

鳥取 ㈱人形のはなふさ 英 義人 680-0942 鳥取市湖山町東 3 丁目 1 0857-37-3300 

島根 杉原人形店 杉原邦彦 691-0001 島根県出雲市平田町 1215 0853-62-2057 

岡山 ㈱徳永こいのぼり 徳永深二 709-0412 岡山県和気郡和気町藤野 751 0869-93-1553 

広島 瀬良織物㈱ 瀬良直哉 721-0954 広島県福山市卸町 15-1 084-920-3611 

山口 ㈲さいとう 齋藤文子 747-0033 山口県防府市上天神町 4-28 0835-22-1310 

徳島 ㈲河原玩具人形店 河原利宗 770-0802 徳島市吉野本町 3-15-5 088-625-8166 

香川 ㈲加賀 福本幹夫 769-0202 香川県綾歌郡宇多津町浜二番丁 11-3 0877-49-2114 

愛媛 ㈱村上鯉幟商会 村上正弘 799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町新浜 162-1 0896-58-2035 

高知 ㈲宮古人形 宮本辰三 780-0929 高知市桜馬場 9-4 088-824-2788 

福岡 ㈱フジキ工芸産業 福田喜作 834-0024 福岡県八女市津江 711 0943-23-6111 

熊本 ㈲むろや 荒井正俊 860-0004 熊本市新町 4-2-40 096-354-6083 

長崎 人形のたていわ 立岩栄治 850-0876 長崎市賑町 4-1 095-821-3751 

鹿児島 ㈲人形のふくなが 福永冨士男 890-0052 鹿児島市上之園町 27-9 099-258-0676 

  社名 氏名 〒 住所 電話 

委員長 ㈱晃月人形 渡邊 忍 370-0841 高崎市栄町 15-20 027-327-2223 

本部委員 東旭㈱ 小菅克祥 361-0016 行田市藤原町 1-6-1 048-556-4551 

〃 ㈲吉貞 吉田 宏 327-0835 佐野市植下町 1121 0283-24-2628 

〃 ㈲人形の勝 勝 忠男 292-0044 千葉県木更津市太田 2-12-10 0438-23-3333 

〃 ㈲鯉源 清水啓雄 111-0032 台東区浅草 5-40-7 03-3873-6131 

〃 ㈲安藤造花社 安藤弘恭 125-0041 葛飾区東金町 8-4-10 03-3600-4907 

〃 ㈱福田屋 河原雅人 251-0053 神奈川県藤沢市本町 1-3-29 0466-23-3131 

〃 ㈱マル武人形 関口典宏  365-0037 鴻巣市人形 2-1-8 048-541-3517 


