オモテ面

岸中学校

ご入学おめでとうございます。 通学服ご案内
男子・女子

通学カバン

モリ商会は、学校指定通学用カバン
取り扱い店になっております。

スリーウェイ型

制服選びの、
ここがワンポイント！
その

1

その

2

3年間修理対応

その

サブバック

（一部有料修理有）

入学準備品

これらの商品は全てモリ商会で揃います。
制服採寸時にご予約下さい。

通学靴

ベルト
（男子）

ジャージ上下

洗い替え等で
2枚は必要

（学年カラー指定品）

女子Yシャツ

上履き
体育館履き 兼用

半袖体育着 2枚

（汗吸収加工）

白靴下3足組

楽しい中学生活を・・・

体育用パンツ 2枚

※商品のイラストはイメージです。実際の商品とは異なります。

1 通学服コールセンター

SCHOOL UNIFORM

岸中学校制服指定販売店

コルソ3階 モリ商会
さくら草通り

交番

浦和駅西口正面コルソ3階
1824-5500番

※お取り扱いはコルソ店のみになります。ご採寸はコルソ店へご来店下さい。

（税込）以上

交番

浦和駅西口正面コルソ3階 1824-5500番
採寸受付時間

駐車料金サービス

3,150円

西口

西口

東口
浦和駅

←県庁

←県庁

お車でご来店のお客様へ
コルソ各店舗でのご利用合計

東口
浦和駅

伊勢丹

北浦和駅東口正面
1 886-5555 番

さくら草通り

コルソ

教
北 育セ
宿 ンタ
通り ー
→

中仙道

→
通り

高

浦

web@mori-scl.co.jp

◆体育着・ジャージ・上バキ等は、学校の指導方針に基づき販売させて頂き
ます。安心してお買い求め下さい。
◆体育着はゼッケン付（学校別により）
です。ご安心下さい。
◆ネーム付けは圧着アイロンにてきれいに仕上がります。無料サービス。
（個人ネーム代金別）
◆むだな枚数は必要有りません。成長に合わせてお求め下さい。
（むだな枚数は不経済です）
◆いつでも、品質第一の通学用品が揃っております。

コルソ3階 モリ商会

モリ商会

トンボ通学服は形態安定、丸洗い、品質保証いたします。

東口

北浦和駅
西口 東京
↓

中仙
山道

大宮

↑

午前10時〜午後6時

※説明会前でも大丈夫です。安心してお申込み下さい。

コルソ

モリ商会北浦和店

5048-887-7337
E-mail

品質の点で安心できるトップメーカーの制服を選んで下さい。
アフターサービス面の充実した信頼できる店を自分の目で見
て選びましょう。

伊勢丹

フリーダイヤル受付時間
ホームページ http://www.mori-scl.co.jp/

4

購入されるサイズについては、お子様に是非袖を通してもらっ
て下さい。豊富なサイズでお選び下さい。

中仙道

学 生 服 専 門 店

通学服・体育着等についてのご要望ご相談をお気軽にお声をおかけ下さい。

70120-11-4624

その

制服は各学校によって規定が違います。関連商品も学校によっ
てさまざまですので、
きちんとしたアドバイスができるお店が良
いでしょう。

中学校から信頼を受け、頻繁に連絡をとり、
学校の指示どおりの商品を販売しております。

雨の時など2足
あると便利です

男子Yシャツ

3

制服はどれでも一緒？ いえ、全然違います。毎日、着るものだ
から、信頼のおけるメーカー品を、アフターフォローもしっかり
している専門店かどうか、チェックして下さい。

18時まで

2時間無料

販売員へお申し出ください。

土曜・日曜・祭日は非常に
混雑が見込まれます。
公共機関をご利用ください。

ウラ面

これがトンボのウルトラ機能。 自信があるから笑顔になれる。

ビシッと決まって、
動き軽快。
新 開 発

形態安定素材で

シルエットをキープ。

動きにフィットする
ショルダーライン。

待ち遠しいね、
新入学！

縮みがほとんどなく、
シワにもなりにくい新素材。
簡単なお手入れで、シルエットを
キープできるよ。

着やすくて動きやすい、
オリジナル肩パッド付きなんだ。

裏地のタックで
背中ゆったり。

週末に洗って干しておけば、
月曜の朝にはシャキッと
きれいに着ていける。

モノを入れても
ポケットすっきり。

丸洗いOK。

忍びポケットの採用で
シルエットが崩れにくいよ。

抗菌素材だから

ほかにもいろいろ快適＆便利

エリまわりが清潔。

●アームホールの深さを工夫してあるので、腕の上げ下げがとってもスムーズ。
●小さなダーツの割り布で、美しく浮かび上がる胸のドレープ。
●雨や油をはじく撥水加工。 ●イヤな静電気を防止。
●3cmも袖を伸ばせるグローイング仕立てでお母さんも安心。
●襟章の取り付けが簡単なバッジ穴付き。
●洗濯時には取り外せる便利なチェンジボタン。
撥水加工
静電防止
のびのび（ヨコ）

実用新案の抗菌カラーや
抗菌防臭素材「キトクリーン」で
エリまわりが清潔。裏地にも
抗菌・防臭加工を施してあるよ。

※機能は学生服によって異なります。
くわしくはお店でおたずね下さい。

人間の体型や動きを研究したエルゴ
デザイン。
トンボは人間の体型や日常
の動きを科学的に分析。着やすく動
きやすい、美しいシルエットの学生服
を目指しています。

岸中学校
ボタン・校章
無料サービス
新発売

極めたスクールシャツ

快適清潔Ｙシャツ
スクールＹシャツ
長

袖

A体型→ 2,750円（本体価格）
2,970円（税込）
B体型→ 2,850円（本体価格）
3,078円（税込）

半

26,460円（税込）

スカート丈寸法

上衣

42,120円（税込）

角ベスト

29,700円（税込）

11,340円（税込）

14,040円（税込）

35,000円（本体価格） 40,500円（本体価格）
37,800円（税込）

6,900円（本体価格）
7,452円（税込）

ウール50%
ポリエステル50%
W64〜W110

16,000円（本体価格）

155B〜

17,000円（本体価格）

9,000円（本体価格）
9,720円（税込）

スクールＹシャツ

8,100円（税込）

8,500円（本体価格）

綿35%、ポリエステル65%

9,180円（税込）

長

14,500円（本体価格）
15,660円（税込）

15,500円（本体価格）

W72〜

16,740円（税込）

岸中学校（Yシャツ）指定

ウール50％
ポリエステル50％

●ソックス

中学生らしく白のソックスは
足もとを引き締めます。

（3足組）

用

セーラー服
スカート

形態安定素材

7,500円（本体価格）

W60〜W69

8,500円（本体価格）
9,180円（税込）

11,200円（本体価格）
12,096円（税込）

新発売

快適清潔Ｙシャツ

18,360円（税込）

155B〜

夏

極めたスクールシャツ

17,280円（税込）

145A〜175A

43,740円（税込）

夏ズボン
ポリエステル100%

スカート

スカート本体のウエスト部分に5.0cmの縫い代分を余計につけ
てあるので、お直しをすることによって、
スカート丈を3.0cm長
くすることが可能です。

145A〜175A

14,040円（税込）

10,500円（本体価格） 13,000円（本体価格）

上下

W64〜W110

ニッケホーム
ウォッシャブル

24,500円（本体価格） 27,500円（本体価格）

袖

A体型→ 2,650円（本体価格）
2,862円（税込）
B体型→ 2,750円（本体価格）
2,970円（税込）

袖丈寸法
ご家 庭 でも 簡 単に、袖 口 のしつけ 糸を抜くだけで 、袖 丈を
3.0cm長くすることができます。

スーパーストレッチ

35,100円（税込）

ズボン

190B

アジャスターの移動によって、3.0cmのウエスト
寸法の調整が簡単にできます。

サイズにより多少価格がちがいます。

32,500円（本体価格） 39,000円（本体価格）

修理対応

ウエスト寸法

スーパーストレッチ
ワイドアップ＆スリム

11,340円（税込）

上衣

大きい方用

お子様の成長に合わせて、
簡単に寸法調整。
3年間

（毛50% ポリエステル50%）

10,500円（本体価格） 13,000円（本体価格）

上下

★折り目がいつまでも消えない特殊真空プリーツ加工。

ウール50%
ポリエステル50%

ズボン

★エルゴデザインで［着やすい・動きやすい・美しい］

★スカートのウエストTTKスライダーで4cm伸縮できます。

ウール35%
ポリエステル65%

28,080円（税込）

モリ商会女子通学服の特徴
★形態安定肩パット仕様（いつでも美しいシルエット）

ニューベーシックプロ（カシドス）

23,760円（税込）

モリ商会では大量生産しておりませ
ん。一枚一枚心を込めて3年間安心
して着ていただける責任の持てる制
服だけを縫い上げます。

★丸洗いOK（ニッケホームウォッシャブル）

ニューベーシックプロ

22,000円（本体価格） 26,000円（本体価格）

145A

150B

従来のカラーを、
パイピングカラーにしてやわらかに。
エリ先もまーるくカットし、
キュークツ感を解消しました。

上衣

形態安定素材

綿35%、ポリエステル65%

だから！

ニッケ

身長サイズ
種類

190A

どうして

ツメエリってこんなに
キュークツなんだろう？
なんとかならないかなぁ？

家庭でカンタン
!!
洗濯機での丸洗いOK
校章を無料サービス

汚れたときは

ひじの裏地にもタックが
とってあるから、さらに快適。

岸中学校

みんなも
いっしょに！

1,250円（本体価格）
1,350円（税込）より

袖

A体型→ 2,750円（本体価格）
2,970円（税込）
B体型→ 2,850円（本体価格）
3,078円（税込）

半

袖

A体型→ 2,650円（本体価格）
2,862円（税込）
B体型→ 2,750円（本体価格）
2,970円（税込）

