
（　◎　必ずご準備いただくもの　○　少なくとも１着以上ご準備いただくもの　△　ご希望によりご購入いただくもの　）

本体価格 税込販売価格 本体価格 税込販売価格

◎ 上衣 ¥26,400 ¥29,040 ¥24,400 ¥26,840

ワイシャツ　長袖 ¥3,600 ¥3,960 ¥3,400 ¥3,740

ワイシャツ　半袖 ¥3,300 ¥3,630 ¥3,200 ¥3,520

◎ 冬スラックス ¥11,900 ¥13,090 ¥12,000 ¥13,200

◎ 夏スラックス ¥11,500 ¥12,650 ¥11,600 ¥12,760

◎ ネクタイ ¥1,900 ¥2,090 ¥1,800 ¥1,980

◎ 上履（三越伊勢丹のみ） ¥4,100 ¥4,510

△ ニットベスト ¥4,700 ¥5,170 ¥4,400 ¥4,840

△ セーター（紺） ¥5,100 ¥5,610 ¥4,900 ¥5,390

¥1,200 ¥1,320 ¥1,500 ¥1,650

本体価格 税込販売価格 本体価格 税込販売価格

◎ 冬セーラー上衣 ¥20,700 ¥22,770 ¥19,800 ¥21,780

夏セーラー上衣　長袖 ¥12,400 ¥13,640 ¥11,800 ¥12,980

夏セーラー上衣　半袖 ¥10,600 ¥11,660 ¥10,200 ¥11,220

◎ 冬スカート ¥15,700 ¥17,270 ¥15,000 ¥16,500

◎ 夏スカート ¥14,800 ¥16,280 ¥14,200 ¥15,620

◎ スカーフ ¥800 ¥880 ¥800 ¥880

アンダーブラウス（三越伊勢丹） ¥2,800 ¥3,080

長袖セーラーズニット（そごう） ¥2,000 ¥2,200

半袖セーラーズニット（そごう） ¥1,850 ¥2,035

◎ 上履（三越伊勢丹のみ） ¥4,100 ¥4,510

△ セーター（紺） ¥5,100 ¥5,610 ¥4,900 ¥5,390

¥1,200 ¥1,320 ¥1,500 ¥1,650

令和４年１月以降　制服・体操服等新価格

三越伊勢丹 そごう千葉店

○

○

［制服］

男子

中学校

（三越伊勢丹をご利用の場合はアンダーブラウスを、そごうをご利用の場合はセーラーズニットをお買い求めください。）

○

冬服・夏服配送料

冬服・夏服配送料

女子



高等学校

（　◎　必ずご準備いただくもの　○　少なくとも１着以上ご準備いただくもの　△　ご希望によりご購入いただくもの　）

本体価格 税込販売価格 本体価格 税込販売価格

◎ 上衣 ¥24,200 ¥26,620 ¥24,000 ¥26,400

○ 冬スラックス ¥12,400 ¥13,640 ¥12,800 ¥14,080

○ 夏スラックス ¥11,800 ¥12,980 ¥11,900 ¥13,090

◎ ネクタイ ¥1,900 ¥2,090 ¥1,800 ¥1,980

ワイシャツ　長袖 ¥3,600 ¥3,960 ¥3,400 ¥3,740

ワイシャツ　半袖 ¥3,300 ¥3,630 ¥3,200 ¥3,520

△ ニットベスト（グレー） ¥6,300 ¥6,930 ¥6,300 ¥6,930

△ セーター（グレー） ¥6,900 ¥7,590 ¥6,800 ¥7,480

△ セーター（紺） ¥5,100 ¥5,610 ¥4,900 ¥5,390

◎ 上履（三越伊勢丹のみ） ¥4,100 ¥4,510

¥1,200 ¥1,320 ¥1,500 ¥1,650

女子 本体価格 税込販売価格 本体価格 税込販売価格

◎ 上衣 ¥20,400 ¥22,440 ¥20,400 ¥22,440

冬スカート ¥16,500 ¥18,150 ¥17,500 ¥19,250

* 冬スラックス (そごうのみ） ¥12,800 ¥14,080

夏スカート ¥15,300 ¥16,830 ¥16,300 ¥17,930

* 夏スラックス (そごうのみ） ¥11,900 ¥13,090

☆　ブラウス　長袖 ¥4,400 ¥4,840 ¥4,200 ¥4,620

☆　ブラウス　半袖 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,000 ¥4,400

☆　リボンタイ ¥1,000 ¥1,100 ¥1,000 ¥1,100

★　ネクタイ ¥1,900 ¥2,090 ¥1,800 ¥1,980

★　ワイシャツ　長袖 ¥3,600 ¥3,960 ¥3,400 ¥3,740

★　ワイシャツ　半袖 ¥3,300 ¥3,630 ¥3,200 ¥3,520

△ ニットベスト（グレー） ¥6,300 ¥6,930 ¥6,300 ¥6,930

△ セーター（グレー） ¥6,900 ¥7,590 ¥6,800 ¥7,480

△ セーター（紺） ¥5,100 ¥5,610 ¥4,900 ¥5,390

△ サマーベスト（オフホワイト） ¥7,900 ¥8,690 ¥7,500 ¥8,250

◎ 上履（三越伊勢丹のみ） ¥4,100 ¥4,510

¥1,200 ¥1,320 ¥1,500 ¥1,650

［制服］          

女子はご希望に応じてスラックス*を選ぶこともできます（そごうでのみ販売）。

スラックス着用の際は、上半身には、☆の「ブラウス＋リボンタイ」セットまたは、★の「ワイシャツ＋ネクタイ」セットのいずれかの着用とします。

三越伊勢丹 そごう千葉店

○

○

冬服・夏服配送料

冬服・夏服配送料

男子

○

○

○

○



（　◎　必ずご準備いただくもの　○　少なくとも１着以上ご準備いただくもの　△　ご希望によりご購入いただくもの　）

品名 本体価格 税込販売価格

◎ トレーニングシャツ（個人名入） ¥5,550 ¥6,105

◎ トレーニングパンツ（個人名入） ¥4,200 ¥4,620

◎ 半袖Tシャツ（個人名入） ¥2,740 ¥3,014

◎ ハーフパンツ（個人名入） ¥3,220 ¥3,542

△ 夏服用ポロシャツ（白） ¥3,300 ¥3,630

△ 夏服用ポロシャツ（青） ¥3,300 ¥3,630

△ 推奨人工芝用シューズ ¥4,773 ¥5,250

¥600 ¥660

（　◎　必ずご準備いただくもの　○　少なくとも１着以上ご準備いただくもの　△　ご希望によりご購入いただくもの　）

品名 本体価格 税込販売価格

◎ トレーニングシャツ（個人名入） ¥5,550 ¥6,105

◎ トレーニングパンツ（個人名入） ¥4,200 ¥4,620

◎ 半袖Tシャツ（個人名入） ¥2,920 ¥3,212

◎ ハーフパンツ（個人名入） ¥3,220 ¥3,542

△ 夏服用ポロシャツ（白） ¥3,300 ¥3,630

△ 夏服用ポロシャツ（青） ¥3,300 ¥3,630

△ 推奨人工芝用シューズ ¥4,773 ¥5,250

¥600 ¥660

中学校（男女共通）

高等学校（男女共通）

［体操服］

コバヤシスポーツ

配送料（諸経費含）

［体操服］

配送料（諸経費含）


