
「入学予定者説明会」終了後、物品販売を行います。

「※」付きの商品は、お好きな方をお選びください。学校指定の物以外の着用は、原則として認めておりません。

[価格はすべて税込(単位:円)]

業者

(略)
価格

業者

(略)
価格

ト 詰襟ジャケット 事前web注文 26,100 ト セーター 事前web注文 8,300

ト シャツ 長袖 事前web注文 4,200 ト ダッフルコート 事前web注文 30,060

ト 冬スラックス 事前web注文 11,700 菅 ニットベスト 事前web注文 5,900

ト 夏スラックス 事前web注文 10,500 菅 ヘルメット(自転車通学用) 事前web注文 3,800

ト ベルト 事前web注文 2,600 48,060

菅 シャツ 半袖 事前web注文 4,250

菅 ソックス 事前web注文 750 業者(略)について

菅 ※通学鞄(2WAY) 事前web注文 19,350 ト ㈱トンボ クレジット払いか代引きで、後日配送

菅 ※通学リュック(高等部共通) 事前web注文 9,800 菅 菅公学生服㈱ 代引きで、後日配送

菅 サブバッグ 事前web注文 5,000 栄 ㈱栄光スポーツ 代引きで、後日配送

岡 ※通学靴 本革 8,500 岡 岡山ゴム㈱ 当日現金払い、当日お渡し

岡 ※通学靴 合成皮革 5,400 業者毎に販売する教室が異なります。

岡 靴袋(2枚) 500 お支払いは、業者毎にお願いします。

栄 体操服 トレシャツ(長) 事前web注文 7,200

栄 体操服 トレパン(長) 事前web注文 6,100

栄 体操服 半袖 事前web注文 3,250

栄 体操服 ハーフパンツ 事前web注文 4,500

栄 体育館シューズ 事前web注文 4,270

栄 グラウンドシューズ 事前web注文 5,850

栄 柔道着 事前web注文 5,680

130,300

[価格はすべて税込(単位:円)]

業者

(略)
価格

業者

(略)
価格

ト ジャケット 事前web注文 24,200 ト 冬スカート チェック 事前web注文 13,900

ト ブラウス 長袖 事前web注文 4,000 ト 夏スカート フレアー 事前web注文 11,300

ト ※冬スカート フレアー 事前web注文 12,500 ト 夏スカート チェック 事前web注文 12,500

ト 布ベスト 事前web注文 10,600 ト セーター（大人気！！） 事前web注文 8,200

菅 ブラウス 半袖(オーバーブラウス) 事前web注文 5,700 ト ダッフルコート 事前web注文 28,720

菅 リボン ブルー/ピンク 事前web注文 1,650 菅 ニットベスト 事前web注文 5,900

菅 ソックス 事前web注文 700 菅 ヘルメット(自転車通学用) 事前web注文 3,800

菅 ハイソックス 事前web注文 850 84,320

菅 ※通学鞄(2WAY) 事前web注文 19,350

菅 ※通学リュック(高等部共通) 事前web注文 9,800 業者(略)について

菅 サブバッグ 事前web注文 5,000 ト ㈱トンボ クレジット払いか代引きで、後日配送

岡 ※通学靴 本革 7,700 菅 菅公学生服㈱ 代引きで、後日配送

岡 ※通学靴 合成皮革 6,100 栄 ㈱栄光スポーツ 代引きで、後日配送

岡 靴袋(2枚) 500 岡 岡山ゴム㈱ 当日現金払い、当日お渡し

栄 体操服 トレシャツ(長) 事前web注文 7,200 お支払いは、業者毎にお願いします。

栄 体操服 トレパン(長) 事前web注文 6,100

栄 体操服 半袖 事前web注文 3,250

栄 体操服 ハーフパンツ 事前web注文 4,500

栄 体育館シューズ 事前web注文 4,270

栄 グラウンドシューズ 事前web注文 5,850

栄 柔道着 事前web注文 5,680

129,600

※ 女子の正装はスカートです。スラックスをご希望の場合は、事前にご相談ください。（086-942-3864　入試広報部あて）

《 令和4年度 制服等価格表 》

男子生徒

全員購入 任意購入

品 名 品 名

岡山学芸館清秀中学校

合計金額

(通学靴が本革の場合)合計金額

合計金額

(通学靴が本革の場合)合計金額

全員購入 任意購入

品 名 品 名

女子生徒

通学バッグ/リュックの選択購入について

通学鞄・通学リュック・部活動リュック(入学前購入)の

いずれかご購入ください。いずれも通学でご利用いただけます。

※部活動リュックは部で注文します。顧問にご確認ください。

※サブバッグは必ず購入をお願いします。

通学バッグ/リュックの選択購入について

通学鞄・通学リュック・部活動リュック(入学前購入)の

いずれかご購入ください。いずれも通学でご利用いただけます。

※部活動リュックは部で注文します。顧問にご確認ください。

※サブバッグは必ず購入をお願いします。



業者名 問い合わせ先

男子： 詰襟ジャケット、シャツ長袖、スラックス

セーター、ダッフルコート、ベルト

女子： ジャケット、ブラウス長袖、布ベスト

スカート、セーター、ダッフルコート、スラックス

男子： シャツ半袖、ニットベスト、ソックス

通学鞄、サブバック、通学ヘルメット

女子： ブラウス半袖、ニットベスト、リボン

ソックス、ハイソックス

通学鞄、サブバック、通学ヘルメット

体操服、体育館シューズ、グラウンドシューズ

柔道着

岡山ゴム㈱ 通学靴、靴袋 086-241-6611

㈱アイプラザ 総合保障制度 東京海上日動（任意加入） 086-208-3880

●　注文後のサイズ変更について

注文後すぐに、業者で製造を進めますので、業者へ直接お問い合わせください。

●「㈱トンボ」の取り扱い商品

物品販売日前に「AI採寸&WEB注文」をお願いしています。詳細は後日業者より送付される案内書をご確認ください。

お支払いは、商品が届いた時に現金またはクレジットカードでお願いします。

●「菅公学生服㈱」「㈱栄光スポーツ」の取り扱い商品

物品販売日前に、「AI採寸&WEB注文」をお願いしています。詳細は、同封の案内書をご確認ください。

商品は両社合わせて梱包し、まとめてご自宅へ配送いたします。

なお、お支払いは、商品が届いた時に現金にてお願いします(代金引換)。

また、菅公学生服㈱商品のみ今回登録いただいたアカウントで、入学後にも商品を追加購入することができます。

ヘルメットは、学校まで自転車通学される方は、必ず購入してください。

●「㈱アイプラザ」の取り扱い商品

「総合保障制度 東京海上日動（任意加入）」は、在学中の3年間、学校内外を問わず、

24時間ケガ等の事故を幅広く保障する保険です。掛金は、30,000円・24,000円の2種類です。

物品販売日に、資料を配布しております。（長3封筒）

《 令和4年度 新入生向け　販売業者一覧・物品販売注意事項　》

㈱栄光スポーツ

取り扱い商品

㈱トンボ 086-241-7830

菅公学生服㈱

【コンタクトセンター】

9:00-17:00/土日祝除く

0120-802-786

直接、業者にお問い

合わせください。

お支払い

【外商部直通】

10:00-17:30/土日祝除く

086-237-3020

ご自宅へ届いた時

に、クレジット決済ま

たは代金引換での

お支払い

ご自宅へ届いた時

に、代金引換での

お支払い

当日現金支払い、

当日持ち帰り


