
価格(税込)価格(税込)価格(税込)価格(税込)
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                     平成30年度　制靴　用品申し込み用紙                     平成30年度　制靴　用品申し込み用紙                     平成30年度　制靴　用品申し込み用紙                     平成30年度　制靴　用品申し込み用紙

　くみ　　　　　　　　　おなまえ　くみ　　　　　　　　　おなまえ　くみ　　　　　　　　　おなまえ　くみ　　　　　　　　　おなまえ 申込日　　月　　日申込日　　月　　日申込日　　月　　日申込日　　月　　日

　※代金はお釣りがないようにご協力ください。 眞野株式会社 T眞野株式会社 T眞野株式会社 T眞野株式会社 TELELELEL 06－6752－8601 06－6752－8601 06－6752－8601 06－6752－8601

     はつしば学園幼稚園     はつしば学園幼稚園     はつしば学園幼稚園     はつしば学園幼稚園

サイズ（〇をつけてご提出下さい）

小計

小計通園靴通園靴通園靴通園靴 2,5002,5002,5002,500

合計　　　　　　　円合計　　　　　　　円合計　　　　　　　円合計　　　　　　　円

上靴上靴上靴上靴 1,5001,5001,5001,500



白 灰 肌 橙 茶 こげ茶 赤 青

紫 黄緑 緑 黒 水 黄 黄土 桃

緑 水色 黄 赤 桃 肌 茶 黒

　　　　　お代金はお釣りが無いようにご協力下さい

　ひかりのくに㈱　TEL　ひかりのくに㈱　TEL　ひかりのくに㈱　TEL　ひかりのくに㈱　TEL 072-240-1890 072-240-1890 072-240-1890 072-240-1890

<　クレパス　>　　1本　５０円

計　　　個　合計　　　 　 　円計　　　個　合計　　　 　 　円計　　　個　合計　　　 　 　円計　　　個　合計　　　 　 　円

<　水性ペン　>　　1本　１１０円

計　　　個　合計　　　　  　円計　　　個　合計　　　　  　円計　　　個　合計　　　　  　円計　　　個　合計　　　　  　円

             申込日　　　　月　　　　日

平成30年度　用品申し込み用紙平成30年度　用品申し込み用紙平成30年度　用品申し込み用紙平成30年度　用品申し込み用紙

クラス名（　　　　　                          　　　）クラス名（　　　　　                          　　　）クラス名（　　　　　                          　　　）クラス名（　　　　　                          　　　）

園児名 （　　　　　               　　　　　　　　　）園児名 （　　　　　               　　　　　　　　　）園児名 （　　　　　               　　　　　　　　　）園児名 （　　　　　               　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　必要な数をご記入下さい



価格(税込)

2,600

1,200

平成30年度　カバン　用品申し込み用紙平成30年度　カバン　用品申し込み用紙平成30年度　カバン　用品申し込み用紙平成30年度　カバン　用品申し込み用紙

　くみ　　　　　　　　　おなまえ　くみ　　　　　　　　　おなまえ　くみ　　　　　　　　　おなまえ　くみ　　　　　　　　　おなまえ 申込日　　月　　日申込日　　月　　日申込日　　月　　日申込日　　月　　日

制カバン 手さげ 450 小計

上靴入れ 小計

合計　　　　　　　円合計　　　　　　　円合計　　　　　　　円合計　　　　　　　円

　代金は釣銭の無いようお願い致します。 ㈱松田カバン㈱松田カバン㈱松田カバン㈱松田カバン　℡　℡　℡　℡０６－６７７３－８８８１０６－６７７３－８８８１０６－６７７３－８８８１０６－６７７３－８８８１



クラス名（　　　　　　　　　）クラス名（　　　　　　　　　）クラス名（　　　　　　　　　）クラス名（　　　　　　　　　）

用品名 単価 数量 金額

出席ノート 330

出席シール 210

防災ずきん 1,300

クラスカラー帽子 800

お便り袋 220

道具箱 410

自由画帳 330

せいさく帳 330

粘土セット 880

粘土板 320

粘土ケース 200

粘土のみ 360

はさみ 520

のり 200

クレパス（箱） 560

水性ペン 790

ピアニカ 4,300

ピアニカパイプ 360

ピアニカ唄口 290

ワークブック 380

名札(園章入) 520

バス・徒歩ワッペン 108

保護者用名札ホルダー 108

合計金額合計金額合計金額合計金額 円円円円

　ひかりのくに㈱　TEL　ひかりのくに㈱　TEL　ひかりのくに㈱　TEL　ひかりのくに㈱　TEL 072-240-1890 072-240-1890 072-240-1890 072-240-1890

平成30年度　用品申し込み用紙平成30年度　用品申し込み用紙平成30年度　用品申し込み用紙平成30年度　用品申し込み用紙

　　　　　                       　　　　　   申込日　 　 　月　 　　日　

園児名（　　　　　　　　　　　　　　）園児名（　　　　　　　　　　　　　　）園児名（　　　　　　　　　　　　　　）園児名（　　　　　　　　　　　　　　）

　　 　お代金はお釣りが無いようにご協力下さい。



クラス名（　　　　　　　　　）クラス名（　　　　　　　　　）クラス名（　　　　　　　　　）クラス名（　　　　　　　　　）

用品名 単価 数量 金額

※出席ノート 330

※出席シール 210

※氏名印横 200

※防災ずきん 1,300

※クラスカラー帽子 800

お便り袋 220

道具箱 410

自由画帳 330

せいさく帳 330

粘土セット 880

粘土板 320

粘土ケース 200

粘土のみ 360

はさみ 520

のり 200

クレパス（箱） 560

水性ペン 790

ピアニカ 4,300

ピアニカパイプ 360

ピアニカ唄口 290

ワークブック 380

名札(園章入) 520

バス・徒歩ワッペン 108

保護者用名札ホルダー 108

合計金額合計金額合計金額合計金額 円円円円

　ひかりのくに㈱　TEL　ひかりのくに㈱　TEL　ひかりのくに㈱　TEL　ひかりのくに㈱　TEL 072-240-1890 072-240-1890 072-240-1890 072-240-1890

平成30年度　用品申し込み用紙平成30年度　用品申し込み用紙平成30年度　用品申し込み用紙平成30年度　用品申し込み用紙

　　　　　                       　　　　　   申込日　 　 　月　 　　日　

園児名（　　　　　　　　　　　　　　）園児名（　　　　　　　　　　　　　　）園児名（　　　　　　　　　　　　　　）園児名（　　　　　　　　　　　　　　）

　　 　お代金はお釣りが無いようにご協力下さい。



クラス名（　　　　　　　　　）クラス名（　　　　　　　　　）クラス名（　　　　　　　　　）クラス名（　　　　　　　　　）

品　　名 単価 サイズ 数量 金額

ブレザー 7,400

ズボン 4,200

スカート 4,500

ポロブラウス長袖 3,500

冬スモック　アトリエ 3,800

冬帽子（紺色） 2,700

ポロブラウス半袖 3,300

夏スモック　アトリエ 3,000

夏帽子（白色） 2,300

スポーツ　長袖シャツ 2,400

スポーツ　半袖シャツ 2,100

スポーツ　半パンツ 2,000

スポーツ　長袖上衣 3,800

スポーツ　長袖パンツ 3,600

　　ボタン 20

　　　帽子はS～３Ｌです（夏冬共通です）。

　　　お代金はお釣りがないようにご協力下さい。

ひかりのくに㈱TELひかりのくに㈱TELひかりのくに㈱TELひかりのくに㈱TEL 072-240-1890 072-240-1890 072-240-1890 072-240-1890

平成30年度　制服・体操服　申し込み用紙平成30年度　制服・体操服　申し込み用紙平成30年度　制服・体操服　申し込み用紙平成30年度　制服・体操服　申し込み用紙

　　　　　申込日　　　　　月　　　　日　

園児名（　　　　　　　　　　　　　　　　）園児名（　　　　　　　　　　　　　　　　）園児名（　　　　　　　　　　　　　　　　）園児名（　　　　　　　　　　　　　　　　）男　・　女男　・　女男　・　女男　・　女

合計金額合計金額合計金額合計金額 円円円円

※　サイズは帽子以外は１００㎝～１４０㎝です。


