
白靴下3足組ベルト（男子）

通学靴
雨の時など2足
あると便利です

上履き 体育館履き
ジャージ上下
（学年カラー指定品）
半袖体育着　2枚（汗吸収加工）
体育用パンツ　2枚

◆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。

◆体育着は個人刺しゅう入りです。ご安心下さい。
◆スラックス裾上げ無料サービス。
◆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。

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。

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。

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。

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。

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。

その1

その2

その3

その4

※説明会前でも大丈夫です。安心してお申込み下さい。

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。

制服選びの、ここがワンポイント！

宮原中学校宮原中学校 ご入学おめでとうございます。ご入学おめでとうございます。 男子・女子
制服ご案内
男子・女子
制服ご案内

リュック

通学カバン

男子Yシャツ
洗い替え等で
2枚は必要
女子ブラウス

楽しい中学生活を・・・
※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。■ 宮原中学校制服指定販売店 ■

補助バッグ
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1048-652-4891番

モリ商会  イトーヨーカドー大宮宮原店3階

加茂宮駅

大砂土小学校

植竹中学校

土呂駅植竹小学校

北区役所

加茂宮駅

大砂土小学校

植竹中学校

土呂駅植竹小学校

北区役所

イトーヨーカドーイトーヨーカドー

平日・土曜
●お買上げ金額にかかわらず、2時間まで無料
●お買上げ1,000円以上3,000円未満 3時間無料
●お買上げ3,000円以上 5時間無料
●※超過料金30分ごとに100円
日曜・祝日
●お買上げ金額にかかわらず、1時間まで無料
●お買上げ1,000円以上3,000円未満 3時間無料
●お買上げ3,000円以上 4時間無料
●※超過料金30分ごとに100円

駐車場のご利用料金

学 生 服 専 門 店
SCHOOL UNIFORM

イトーヨーカドー大宮宮原店（ステラタウン）3F
1048-652-4891 5048-652-4896
受付時間　午前10時～午後7時 web@mori-scl.co.jpE-mail

http://www.mori-scl.co.jp/ホームページ



モリ商会学生服・体育着・スポーツ用品のことなら

女子制服男子制服
★エルゴデザインで（着やすい・動きやすい・美しい）
★丸洗いOK
★形態安定肩パット仕様（いつでも美しいシルエット）
★スカートのウエストTTKスライダーで4cm伸縮できます
★折り目がいつでも消えない特殊真空プリーツ加工

モリ商会女子制服の特徴モリ商会女子制服の特徴モリ商会男子制服の特徴モリ商会男子制服の特徴

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。

ウエスト寸法

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
出来ます。

袖丈寸法

スカート本体のウエスト部分に5.0cmの
縫い代分を余分につけてあるので、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。

スカート丈寸法

自信があるから笑顔になれる。自信があるから笑顔になれる。宮 原 中 学 校宮 原 中 学 校

お子様の成長に合わせて、
簡単に寸法調整。 3年間

修理対応

●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。

丸洗いOK丸洗いOK丸洗いOK 丸洗いOK丸洗いOK丸洗いOK
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。

袖丈・ズボン丈が伸ばせます

●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。

●ベルト

学 生 服 専 門 店
SCHOOL UNIFORM

イトーヨーカドー大宮宮原店
（ステラタウン）3F

1048-652-4891
5048-652-4896

受付時間　午前10時～午後7時

平日・土曜
●お買上げ金額にかかわらず、2時間まで無料
●お買上げ1,000円以上3,000円未満 3時間無料
●お買上げ3,000円以上 5時間無料
●※超過料金30分ごとに100円
日曜・祝日
●お買上げ金額にかかわらず、1時間まで無料
●お買上げ1,000円以上3,000円未満 3時間無料
●お買上げ3,000円以上 4時間無料
●※超過料金30分ごとに100円

品　名 素　材 価　格（税込）

ブレザー上衣 ウール30％・ポリエステル70％
丸洗いOK、形態安定、動きやすい

ベスト ウール50％・ポリエステル50％
形態安定、手洗いOK

スカート ウール50％・ポリエステル50％
形態安定、手洗いOK

長袖ブラウス 綿35％・ポリエステル65％
形態安定シャツ

夏スカート ウール50％・ポリエステル50％
形態安定、手洗いOK

夏ベスト

半袖ブラウス 綿35％・ポリエステル65％
形態安定シャツ

リボン 　　　　　
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品　名 素　材 価　格

ブレザー上衣 ウール30％・ポリエステル70％
丸洗いOK、形態安定、動きやすい

スラックス ウール50％・ポリエステル50％
裾上げ無料、形態安定、手洗いOK

長袖Yシャツ 綿35％・ポリエステル65％
形態安定シャツ

夏スラックス ウール30％・ポリエステル70％
裾上げ無料、形態安定、丸洗いOK

半袖Yシャツ 綿35％・ポリエステル65％
形態安定シャツ

ネクタイ 　　　　　

男
子
冬
制
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格

男
子
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服

1048-652-4891番

加茂宮駅

大砂土小学校

植竹中学校

土呂駅植竹小学校

北区役所

加茂宮駅

大砂土小学校

植竹中学校

土呂駅植竹小学校

北区役所

イトーヨーカドーイトーヨーカドー

モリ商会  イトーヨーカドー大宮宮原店3階

駐車場のご利用料金

（3足組）

1,540円（税込）

1,375円（税込） （3足組）1,375円（税込）

21,230円（税込）

11,330円（税込）

11,220円（税込）

1,782円（税込）

22,330円（税込）

3,025円（税込）
3,135円（税込）

2,915円（税込）
3,025円（税込）

A体
B体

A体
B体

A体
B体

17,050円（税込）
18,755円（税込）

7,920円（税込）

13,750円（税込）

1,232円（税込）

12,980円（税込）

7,700円（税込）

3,080円（税込）
3,190円（税込）

3,355円（税込）
3,465円（税込）

A体
B体

A体
B体

A体
B体


