
　制　服　購　入　申　込　用　紙 年　　　月　　　日

　　　男　　･　　女　　　　　　　　　　受験番号　　　　　 Ｎｏ．　　　-　　　　　　
　　　　　　　　ふりがな 保護者名
園児氏名 様

ご住所（〒　　　　　　－　　　　　　　） 電話番号　　　　　　　　（　　　　　　　　）　

. 連絡のつく番号

※ご記入頂きました個人情報は、本件のみに使用し、それ以外の目的には使用致しません。

◆サイズは既製サイズからお選びいただきます。特別な補正やお直しは承っておりません。
品目 申込数 単価（税抜） 金額（税抜） 備考

ジャケット ¥12,530 ※　男女兼用

冬用半ズボン ¥7,850 ※　男児のみ

冬用スカート ¥10,995 ※　女児のみ

長袖シャツ ¥3,970

冬用帽子 ¥4,380 ※　男女兼用

スモック(黄） ¥2,140 ※　男女兼用

スモック(青） ¥2,140 ※　男女兼用

通園カバン ¥4,690 ¥4,690 ※　男女兼用

夏用半ズボン ¥7,340 ※　男児のみ

夏用スカート ¥10,495 ※　女児のみ

半袖シャツ ¥3,775

夏用帽子 ¥3,260 ※　男女兼用

　　　　　　本体価格　　　￥

　　　　　　送　　　料　　　￥

　　　　　　税    　額　　　￥

　　　　　　合計（税込）　 ￥

　　◇　夏服のご注文は冬服と同時に承ります。採寸は改めて行いません。

　　◇　送料は別途頂戴いたします。

※エムアイカード（　有　・　無　） カード申込用紙お渡し（　済　・　未　）
※代引

採寸表
体重 Ｂ　－　Ｗ　－　Ｈ 総丈 肩幅 袖丈 首囲

お問い合わせ先：

　営業時間　午前１１時４５分　～　午後６時　　（　１２月２８日～１月３日は休業　)

（特記事項）

　ジェイアール京都伊勢丹　８階　スクールユニフォーム

※　男女兼用

　ＴＥＬ ： ０７５－３５２－１１１１（大代表） ＦＡＸ ： ０７５－３４２－５８２１

　※　代金のお支払いは、エムアイカード（電話決済可）又はコレクトサービス（代金引換）でのお支払いをお願い致します。
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　制　服　購　入　申　込　用　紙 年　　　月　　　日

受験番号　　　　　 　　Ｎｏ．　　　-　　　　　　
　　　　　　　　　ふりがな 保護者名
生徒氏名 様

ご住所（〒　　　　　　－　　　　　　　） 電話番号　　　　　　　　（　　　　　　　　）　

連絡のつく番号

※ご記入頂きました個人情報は、本件のみに使用し、それ以外の目的には使用致しません。

◆サイズは既製サイズからお選びいただきます。特別な補正やお直しは承っておりません。

品目 申込数 単価（税抜） 金額（税抜） 備考

Primaryジャケット ¥17,525

冬用半ズボン ¥7,750

長袖シャツ ¥4,280

レギュラーソックス（短） ¥610 ※式典時着用

ミドルソックス（長） ¥610

冬用帽子 ¥3,665

通学カバン ¥35,665 ¥35,665

冬用校内着 ¥4,280

ニットベスト（希望購入品） ¥4,280

セーター（希望購入品） ¥4,785

ベルト（希望購入品） ¥3,260 ※類似品可能

サスペンダー（希望購入品） ¥1,430 ※着用する場合は
指定品に限る。

夏用半ズボン ¥7,135

半袖シャツ ¥3,970

夏用帽子 ¥3,470

夏用校内着 ¥3,875

　　　　　　本体価格　　　￥

　　　　　　送　　　料　　　￥

　　　　　　税    　額　　　￥

　　　　　　合計（税込）　 ￥

　　◇　夏服のご注文は冬服と同時に承ります。採寸は改めて行いません。

　　◇　送料は別途頂戴いたします。

※エムアイカード（　有　・　無　） カード申込用紙お渡し（　済　・　未　）
※代引

採寸表
体重 Ｂ　－　Ｗ　－　Ｈ 総丈 肩幅 袖丈 首囲

お問い合わせ先：

　営業時間　午前１１時４５分　～　午後６時　　（　１２月２８日～１月３日は休業　)
　ＴＥＬ ： ０７５－３５２－１１１１（大代表） ＦＡＸ ： ０７５－３４２－５８２１

　※　代金のお支払いは、エムアイカード（電話決済可）又はコレクトサービス（代金引換）でのお支払いをお願い致します。

身長

（特記事項）

　ジェイアール京都伊勢丹　８階　スクールユニフォーム
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冬
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指定品に限る。
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　制　服　購　入　申　込　用　紙

受験番号　　　　　 Ｎｏ．　　　-　　　　　　
　　　　　　　　　ふりがな 保護者名
生徒氏名 様

ご住所（〒　　　　　　－　　　　　　　） 電話番号　　　　　　　　（　　　　　　　　）　

連絡のつく番号

※ご記入頂きました個人情報は、本件のみに使用し、それ以外の目的には使用致しません。

◆サイズは既製サイズからお選びいただきます。特別な補正やお直しは承っておりません。

品目 申込数 単価（税抜） 金額（税抜） 備考

冬用セーラー ¥15,900

冬用スカート ¥11,105

リボン（通年） ¥1,635

レギュラーソックス（短） ¥610

ミドルソックス（長） ¥610 ※式典時着用

冬用帽子 ¥4,380

通学カバン ¥35,665 ¥35,665

冬用校内着 ¥4,280

冬カーディガン（希望購入品） ¥5,400 ※着用する場合は
指定品に限る。

夏用スカート ¥10,600

半袖ブラウス ¥5,300

夏用帽子 ¥3,470

夏用校内着 ¥3,875

長袖ブラウス（希望購入品） ¥5,605

夏カーディガン（希望購入品） ¥6,930

　　　　　　本体価格　　　￥

　　　　　　送　　　料　　　￥

　　　　　　税    　額　　　￥

　　　　　　合計（税込）　 ￥

　　◇　夏服のご注文は冬服と同時に承ります。採寸は改めて行いません。

　　◇　送料は別途頂戴いたします。

※エムアイカード（　有　・　無　） カード申込用紙お渡し（　済　・　未　）
※代引

採寸表
体重 Ｂ　－　Ｗ　－　Ｈ 総丈 肩幅 袖丈 首囲

お問い合わせ先：

　営業時間　午前１１時４５分　～　午後６時　　（　１２月２８日～１月３日は休業　)

（特記事項）

　ジェイアール京都伊勢丹　８階　スクールユニフォーム
　ＴＥＬ ： ０７５－３５２－１１１１（大代表） ＦＡＸ ： ０７５－３４２－５８２１

110   120   130   140    (                    )
※着用する場合は
指定品に限る。

110   120   130   140   S

　※　代金のお支払いは、エムアイカード（電話決済可）又はコレクトサービス（代金引換）でのお支払いをお願い致します。
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サイズ



              制　服　購　入　申　込　用　紙　 　　　　年　　　　月　　　　日

Ｎｏ．　　　　　　　　

ふりがな （〒　　　　　　－　　　　　　　）

様

電話番号　　　　　　　　（　　　　　　　）

連絡のつく番号　　　　　　　　（　　　　　　　）

※ご記入頂きました個人情報は、本件のみに使用し、それ以外の目的には使用致しません。

◆サイズは既製サイズからお選びいただきます。特別な補正やお直しは承っておりません。

品目 サイズ 申込数 単価（税抜） 金額（税抜） 備考

Ｍｉｄｄｌｅジャケット ¥22,420

Ｙｏｕｔｈジャケット ¥22,925

冬用スラックス ｳｴｽﾄ　　　　　　×総丈 ¥11,820

冬用スラックス（ゴム入り）                      ×総丈 ¥11,820

長袖シャツ（JS～5L） ¥4,490

長袖シャツ（110～150） ¥4,280

上靴 　　　　　　　　　　　　　　　　㎝ ¥3,065

通学カバン（大） ¥12,225

通学カバン（リュック型） ¥13,888

ニットベスト（希望購入品） ¥4,280 ※着用する場合は指定品に限る

セーター（希望購入品） ¥4,785 ※着用する場合は指定品に限る

ベルト(希望購入品） M（100㎝まで）　・　L（120㎝まで） ¥3,260 ※類似品可能

夏用スラックス ｳｴｽﾄ　　　　　　×総丈 ¥11,105

夏用スラックス（ゴム入り）                      ×総丈 ¥11,105

半袖シャツ（JS～5L） ¥4,180

半袖シャツ（110～150） ¥3,970

　　◇　夏服のご注文は冬服と同時に承ります。採寸は改めて行いません。

　　◇　送料は別途頂戴いたします。

※エムアイカード（　有　・　無　）

ネック ｃｍ 　　カード申込用紙お渡し（　済　・　未　）

裄丈 ｃｍ ※代引

肩幅 ｃｍ

袖丈 ｃｍ

バスト ｃｍ

ヒップ ｃｍ

ウエスト ｃｍ

身長 ｃｍ

体重 ｋｇ

　営業時間　午前１１時４５分 ～ 午後６時　　

（　１２月２８日～１月３日は休業　)

　※　代金のお支払いは、エムアイカード（電話決済可）又はコレクトサービス（代金引換）でのお支払いをお願い致します。

実寸法

ジェイアール京都伊勢丹　８階　スクールユニフォーム

　ＴＥＬ ： ０７５－３５２－１１１１（大代表）

　ＦＡＸ ： ０７５－３４２－５８２１

　　　　　　合計（税込）　 ￥

奈良学園登美ヶ丘（Ｍ・Ｙ男子）

学年 生徒氏名 制服お届け先住所

　新Ｍ　・　新Ｙ

保護者氏名　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様）

冬服

夏服

　　　　　　本体価格　　　￥

　　　　　　送    　料　　　￥

　　　　　　税    　額　　　￥



　　　　　　　制　服　購　入　申　込　用　紙　 　　　　年　　　　月　　　　日

Ｎｏ．　　　　　　　　

ふりがな （〒　　　　　　－　　　　　　　）

様

電話番号　　　　　　　　（　　　　　　　）

保護者氏名　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　様　連絡のつく番号　　　　　　　　（　　　　　　　）

※ご記入頂きました個人情報は、本件のみに使用し、それ以外の目的には使用致しません。

◆サイズは既製サイズからお選びいただきます。特別な補正やお直しは承っておりません。

品目 サイズ 申込数 単価（税抜） 金額（税抜） 備考

ジャケット(M・Y共通） ¥20,380

冬用スカート ｳｴｽﾄ　　　　　　×丈 ¥11,720

Ｍｉｄｄｌｅ冬用長袖ブラウス ¥4,995

Ｙｏｕｔｈ冬用長袖ブラウス ¥4,490

冬用リボン ¥1,635

上靴 　　　　　　　　　　　　　　　　㎝ ¥3,065

通学カバン（大） ¥12,225

通学カバン（リュック型） ¥13,888

冬用カーディガン（希望購入品） ¥5,300 ※着用する場合は指定品に限る
※ジャケットの下に着用する

女子用ミドルソックス（希望購入品） 20－22　　 22－24 　　24-26 ¥610 ※類似品可能

夏用スカート ｳｴｽﾄ　　　　　　　×丈 ¥10,995

夏用半袖セーラー ¥7,130

夏用リボン ¥1,635

夏用長袖セーラー（希望購入品） ¥7,640

夏用カーディガン（希望購入品） ¥6,930 ※着用する場合は指定品に限る

　　　　　　本体価格　　　￥

　　◇　夏服のご注文は冬服と同時に承ります。採寸は改めて行いません。

　　◇　送料は別途頂戴いたします。

※エムアイカード（　有　・　無　）

ネック ｃｍ 　　カード申込用紙お渡し（　済　・　未　）

裄丈 ｃｍ ※代引

肩幅 ｃｍ

袖丈 ｃｍ

バスト ｃｍ

ヒップ ｃｍ

ウエスト ｃｍ

身長 ｃｍ

体重 ｋｇ

（　１２月２８日～１月３日は休業　)

夏服

　　　　　　送    　料　　　￥

　　　　　　税    　額　　　￥

　　　　　　合計（税込）　 ￥

　※　代金のお支払いは、エムアイカード（電話決済可）又はコレクトサービス（代金引換）でのお支払いをお願い致します。

実寸法

　ジェイアール京都伊勢丹　８階　スクールユニフォーム

　ＴＥＬ ： ０７５－３５２－１１１１（大代表）

　ＦＡＸ ： ０７５－３４２－５８２１

　営業時間　午前１１時４５分 ～ 午後６時　　

冬服

奈良学園登美ヶ丘（Ｍ・Ｙ女子）

学年 生徒氏名 制服お届け先住所

　新Ｍ　・　新Ｙ
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