
体操服（新）　※ネームは入りません

サイズ 長袖トレシャツ トレパン ｾﾐﾊｰﾌﾊﾟﾝﾂ

110～150 ¥3,800 ¥3,800 ¥2,700

S～L ¥4,510 ¥4,510 ¥3,300

制服

品名 サイズ 価格(税込) 品名 サイズ 価格(税込)

120A ¥9,900 120A～145A ¥2,750
125A/130A ¥10,340 150A～165A ¥2,860
135A/140A ¥10,670 170A～/B体 ¥3,080
145A/150A ¥11,000 120A～145A ¥2,640
155A/160A ¥11,550 150A～165A ¥2,750
170A ¥12,100 170A～/B体 ¥2,970
120B ¥10,670 120A～140A ¥2,530
130B ¥11,000 145A～155A ¥2,640
140B ¥11,550 160A～/B体 ¥2,970
150B ¥12,100 120A～140A ¥2,420
160B ¥12,400 145A～155A ¥2,530
170B ¥12,730 160A～/B体 ¥2,860
120A ¥4,950 ランドセルコート 80～100 ¥4,180
130A ¥5,170 内履きシューズ 15～20cm ¥3,300
140A ¥5,280
150A ¥5,390
160A ¥5,500
170A ¥5,590
120B ¥5,940
130B ¥6,050
140B ¥6,160
150B ¥6,270
160B ¥6,360
170B ¥6,470
120A ¥5,940
130A ¥6,160
140A ¥6,380
150A ¥6,820
160A ¥7,040
170A ¥7,260
120B ¥6,930
130B ¥7,150
140B ¥7,480
150B ¥7,810
160B ¥8,030
170B ¥8,230

五位小学校（東五位、石堤、千鳥丘小学校統合校）

半袖トレシャツ

¥2,500

¥3,190

男子半ズボン
　富士ヨット

女子スカート
　富士ヨット

制服上着
　富士ヨット

男子長袖
　カッターシャツ

男子半袖
　カッターシャツ

女子長袖
　ブラウス

女子半袖
　ブラウス



体操服（いままで）　※3校統合までは着用できます　※別途ネーム代200円(税込)が必要

サイズ 長袖トレシャツ トレパン ｾﾐﾊｰﾌﾊﾟﾝﾂ

120～130 ¥4,200 ¥4,200 ¥2,570

140～150 ¥4,400 ¥4,400 ¥2,820

S～LL ¥4,650 ¥4,650 ¥3,040¥3,040

東五位小学校

半袖トレシャツ

¥2,570

¥2,820



体操服

サイズ 長袖トレシャツ トレパン ｾﾐﾊｰﾌﾊﾟﾝﾂ

120～150 ¥5,550 ¥5,050 ¥2,780

S～LL ¥5,770 ¥5,270 ¥2,990

制服

品名 サイズ 価格(税込) 品名 サイズ 価格(税込)

120A ¥10,230 120A ¥6,160

125A/130A ¥10,560 130A ¥6,380

135A/140A ¥11,000 140A ¥6,600

150A ¥11,330 150A ¥6,820

160A ¥11,660 160A ¥7,040

170A ¥11,990 170A ¥7,260

130B ¥11,770 130B ¥7,040

140B ¥12,100 140B ¥7,260

150B ¥12,430 150B ¥7,480

160B ¥12,870 160B ¥7,810

120A ¥6,270 120～130 ¥3,190

130A ¥6,380 140～160 ¥3,410

140A ¥6,490 120～130 ¥2,475

150A ¥6,600 140～150 ¥2,585

160A ¥6,710 160 ¥2,695

130B ¥6,820 75～85ｃｍ ¥3,360

140B ¥7,040 90～100ｃｍ ¥3,630

A体 ¥4,730

B体 ¥5,170

千鳥丘小学校

半袖トレシャツ

¥3,330

¥3,440

トンボJOY
　イートン　上着

トンボJOY
　イートン
　女子スカート

トンボJOY
　長ズボン

男子長袖
　カッターシャツ

女子長袖
　ブラウス

ランドセルコート

トンボJOY
　イートン
　半ズボン



体操服

サイズ 長袖トレシャツ トレパン ｾﾐﾊｰﾌﾊﾟﾝﾂ

S～4L ¥5,040 ¥4,630 ¥3,160

男子学生服 女子セーラー服

品名 サイズ 価格(税込) 品名 サイズ 価格(税込)

145～160 ¥29,920 160A～180A ¥23,500

165～180 ¥31,130 別注品 ¥26,500

185～190 ¥32,340 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｽｶｰﾄ W60～ ¥18,900

155B～160B ¥33,000 160A～180A ¥21,200

165B～190B ¥36,300 別注品 ¥25,500

61～70cm ¥9,900 　　　　　スカート W60～ ¥17,800

73～85cm ¥10,450 160A～180A ¥16,000

88～100cm ¥11,110 別注品 ¥19,700

105～120cm ¥11,770 東レ　スカート W60～ ¥12,200

夏長袖セーラー 150～180 ¥7,050

夏半袖セーラー 150～180 ¥6,650

夏スカート W60～W75 ¥11,800

学生衣料品

価格(税込) 品名 サイズ 価格(税込)

¥2,530 デイバック 楽サック ¥9,900

¥2,750 デイバック アディダス ¥7,600

¥2,310 カッパ 110～130 ¥6,900

¥2,420 三角ネクタイ ¥560

¥6,930 インセーター S～4L ¥5,390

¥3,900 洗濯ネット 上・下各 ¥1,100

¥3,700

¥6,910

¥3,850

¥1,320

¥2,310

外履きシューズ

カッパ

アンダーシャツ

ソックス（3足組）

ベルト

内履きシューズ

半袖トレシャツ

¥2,700

トンボ
MAXプラス
上衣

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｾｰﾗｰ

マルチセーラー

トンボ
MAXプラス
ズボン

東レ
セーラー服上着

品名

長袖ｶｯﾀｰｼｬﾂA体

長袖ｶｯﾀｰｼｬﾂB体

半袖ｶｯﾀｰｼｬﾂA体

半袖ｶｯﾀｰｼｬﾂB体

夏ズボン

五位中学校


