
入学納入金お支払い後から入学式までの日程をお知らせします。

以下の表に今後の手続き等の流れを記載しましたのでご確認ください。

2月18日(土)入学必要品購入日の詳細と誓約書につきましては、入学納入金のご入金確認後にご郵送

させていただきます。

誓約書は必要事項をご記入の上、2月18日(土)入学必要品購入日に受付へご提出ください。

なお、予定が変更となります場合は、出願時にご登録いただきましたメールアドレスに連絡をさせ

ていただくことがあります。ご承知おきください。

令和５年度
新入生に向けた日程表

入 学 手 続
日 時

生 徒 か ら 学 校 へ 学 校 か ら 生 徒 へ

入学必要品購入 令和5年2月18日(土) ・誓約書提出 ・入学許可証、住所確認票
（身分証明書用）

午後1時～午後4時 ・入学必要品購入
(制服、体操着、辞書等) ・入学必要書類

生徒個人票

指定店が学校にて出張販売し 学費等預金口座振替依頼書関連

ております。 JR等通学定期券購入関連

保健調査書
対象：生徒(保護者同伴可) 学校生活管理指導表(心疾患腎疾患用)

※中学校の制服又は私服着用 学校生活管理指導表(アレルギー用)

入学必要書類提出 令和5年2月24日(金) ・生徒個人票

までに郵送 ・住所確認票（身分証明書用）
（消印有効） ・学費等預金口座振替依頼書

・保険調査書

新入生ガイダンス 令和5年3月21日(祝･火) ・学校生活管理指導表該当者提出
（心疾患腎疾患用・アレルギー用）

午前 9時20分 受付
午前10時～ 対象：生徒、保護者同伴

正午 終了予定 ※中学校制服又は私服着用

新入生オリエン 令和5年4月4日(火) 身分証明書の配付
対象：生徒

テーション 午前 9時30分 受付 ※本校制服着用
(1回目) 午前10時～

正午 終了予定

入 学 式 令和5年4月7日(金)
対象：生徒、保護者同伴

午前 9時 30分 受付
午前10時 開式

以下、参考に本校制服指定販売店パンフレット（２社）を掲載いたします。

◇ 学校制服つつい
◇ 横浜高島屋

推 薦 入 試 合 格 者 の 皆 様 へ
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入学必要品のご案内
☆以下の金額は消費税込みの金額です。

品 名【男子】 金 額 品 名【女子】 金 額 備 考

・制服 ・制服

【冬服】 【冬服】

ブレザー 28,380円 ブレザー 26,400円
スラックス 15,730円 ☆スカート(紺) ※いずれか一つは 17,600円 ☆スカートまたはスラ

長袖シャツ(ミニチェック×ネイビー) 5,390円 ☆スラックス 購入してください 15,950円 ックス(両方購入可)

ネクタイ（ブルーorピンク） 1,980円 長袖ブラウス(ミニチェック×ネイビー) 5,390円

・体操着 ★リボン ※いずれか一つは 1,650円 ★リボンまたはネクタ

ジャ－ジ上 5,800円～ ★ネクタイ 購入してください 1,980円 イ(両方購入可)

ジャージ下 4,300円～ (ブルーorピンク）

半袖体操着 4,200円～ ・体操着 ネクタイは２種類あ

ハーフパンツ 3,400円～ ジャージ上 5,800円～ りますが男女どちら

・ソックス25.0～27.0 600円 ジャージ下 4,300円～ の色も可

・ソックス28.0～30.0 650円 半袖体操着 4,200円～ （両方購入可）

・体育館シューズ 3,650円 ハーフパンツ 3,400円～

・通学用革靴 ※いずれかを購入して 9,900円 ・ハイソックス 1,100円

・通学用合皮靴 下さい。 6,200円

・通学用リュックサック 11,600円 ・体育館シューズ 3,650円

・通学用革靴 ※いずれかを購入して 7,100円

・通学用合皮靴 下さい。 4,400円

・通学用リュックサック 11,600円

・制服 ・制服

【冬服】 【冬服】

長袖シャツ(ミニチェック×ピンク) 5,390円 長袖ブラウス(ミニチェック×ピンク) 5,390円

コート 21,230円 スカート(チェック) 17,050円

生地ベスト 13,860円

コ－ト 21,230円

【夏服】 【夏服】

半袖シャツ(ミニチェック×ネイビー) 5,280円 半袖ブラウス(ミニチェック×ネイビー) 5,280円

半袖シャツ(ミニチェック×ピンク) 5,280円 半袖ブラウス(ミニチェック×ピンク 5,280円

夏スラックス 13,860円 夏スカート(紺） 15,730円

半袖ポロシャツ(白) 4,730円 夏スカート(チェック) 15,180円

半袖ポロシャツ(紺) 4,730円 半袖ポロシャツ(白) 4,730円

半袖ポロシャツ(紺) 4,730円

・セーター 6,100円 ・セーター 6,100円

・ニットベスト 6,000円 ・ニットベスト 6,000円

・スポーツバッグ 8,050円 ・スポーツバッグ 8,050円

・グラウンドシューズ(アシックスＴＳＹ502) 5,600円 ・グラウンドシューズ(アシックスＴＳＹ502) 5,600円

・グラウンドシューズ(アシックスＡＮＧ820) 6,900円 ・グラウンドシューズ(アシックスＡＮＧ820) 6,900円

・辞書

【高校生向け電子辞書（在学中３年間保証）】

・カシオ ＡＺ－ＳＶ４１１０ｅｄｕ 29,000円

・カシオ ＡＺ－ＳＸ４９２０（英語強化モデル） 37,000円

・シャープ ＰＷ-ＥＳ８３００ 32,000円

・シャープ ＰＷ-ＥＳ９３００（英語強化モデル） 36,000円

【ｉＰａｄ版辞書アプリ】

・シャープ Ｂｒａｉｎ+総合学習パック 14,850円

・シャープ Ｂｒａｉｎ+基礎学習パック 10,450円

◇ 教科書・副読本は4月上旬に業者より直送されます。(3月21日の新入生ガイダンスにて通知致します)

◇ 男子スラックスのベルトは規定により｢黒の革または合皮製品｣に準ずるものとします。お持ちでない方は各自で購入してください。(販売日に

制服業者から購入することもできます。)

必

要

購

入

品

指定店のご案内
(株) 高島屋 (制 服) 横浜市西区南幸１－６－３１ ０４５（３１１）５１１１

(株) つつい (制 服) 横浜市中区初音町１－２３ ０４５（２３１）９００１

(株) オリンピア(体操着) 横浜市南区睦町１－１８－１３ ０４５（３４２）８１６２

(株）有隣堂(辞典・電子辞書) 横浜市戸塚区品濃町８８１－１６ ０４５（８２５）５５０１

(株）大塚商会(ipad辞書ｱﾌﾟﾘBrain+) 横浜市神奈川区金港町３－３ ０８０－４１５２－２２４１



横浜清風高等学校
制服のご案内

販売価格

全商品３％
値引きいたします

　心よりご用命をお待ち申し上げております　

当店は、１４５年の歴史を持つ学校制服専門店です。

制服のご注文はぜひ「つつい」にお願いいたします。

E-mail info@tsutsui-uniform.co.jp     

Home page http://www.tsutsui-uniform.co.jp

ご注文方法 お渡し方法
お代金は、商品お渡し時
で結構です！

ご採寸時に前払いをご希望の方は、

お気軽にお申し付けください。

お支払い方法
学校採寸

横浜清風高等学校 内

※ 送料・代引手数料は当社が
　 負担いたします。
※ お届けする時間帯をご指定
　 いただけます。
　　　　　 午前中、
　 14時~16時、16時~18時、
　 18時~20時、19時~21時

１3：００
　　　～ １６：００

お支払い方法お渡し方法
３月末までに、宅配便
( 代金引換 ) にてご自宅
までお届け致します。
　　＜送料無料＞

ヤマト便

２０２３

ご来店いただけるお客様は、

３月５日（日）までに
ご注文をお願いいたします。

ご入学おめでとうございます

アフターサービス！ お　得 ！便　利 ！
「つついＮｅｔサービス」

その他、入学時からのご購入履歴をご自宅にて
ご覧いただけます。
ご利用には事前の会員登録が必要です。
なお、新入学時は対面販売のみですのでご注意ください。

新入学時に制服をご注文いただいた

お客様に限り、ご入学後はインター

ネットでもご注文を承ります。

ご卒業まで無料で、
修理や補正をいたします
①上着の袖出し、キズ修理
②ズボンのウエスト出し・ツメ、丈出し、キズ修理
③スカートのウエスト出し・ツメ、丈出し、キズ修理

ご入学後は、毎月１回 
学校へ出張しています。
(学校への出張は当社のみ！)

２月１８日 (土)

３月　４日 (土) １２：００
　　　～ １７：００

Card

ヤマト宅急便コレクト

お届け時も各種クレジットカードの
一括払いをご利用頂けます。

学校制服つついが選ばれる３つの理由学校制服つついが選ばれる３つの理由

○新入生の修理 及び サイズ交換受付日
　４月４日(火)《新入生オリエンテーション時》
　(ご希望の方は事前にご相談頂きますようお願いします)

ご来店採寸

※ 承り期間を過ぎますと、４月４日(火)
　 新入生オリエンテーションまでにお納
　 めできない場合がございますので、お
　 早めにお申し込みください。

※ 学校採寸日に限り、店頭でのご採寸は
　 出来かねますので予めご了承ください。

感染予防対策として、採寸時のご来店は
お子様と保護者様１名様
とさせていただいております。

つついのお得な情報や

アフターサービス情報を

更新します。要チェック！

学校採寸時にも店舗にてお受取りの場合でも
各種クレジットカードやキャッシュレス決済
でお支払い頂けます。



ブレザー

夏スラックス

半袖シャツ (ミニチェック×ネイビー)

コート

スラックス

長袖シャツ(ミニチェック×ネイビー)

ネクタイ

全商品　上記価格より３％値引きいたします

自由購入品
男子冬服

長袖シャツ (ミニチェック×ピンク)

半袖シャツ (ミニチェック×ピンク)

コート

男子夏服

\28,380

￥5,390

￥1,980

￥5,390

￥13,860

￥5,280

￥5,280

￥21,230

※表示価格は消費税１０％込みの価格です。

\15,730

半袖ポロシャツ(白) ￥4,730

半袖ポロシャツ(紺) ￥4,730

必要購入品

自由購入品

男子冬服

※冬服を３月５日(日)までにお申し込みの方は、３月末までにお渡しいたします。

※夏服を３月５日(日)までにお申し込みの方は、４月末までにお渡しいたします。

　３月６日(月)以降にお申し込みの方は、お渡し日が５月９日(火)以降になりますのでご了承ください。

※夏季は長袖シャツ・ブラウス、半袖シャツ・ブラウス、半袖ポロシャツ着用可。

　但し、半袖ポロシャツは学校行事の時は着用できません。　詳細は学校にお問い合わせください。

※コートのお渡しは１０月中旬を予定しております。

※半袖ポロシャツ・コートは、男女兼用になります。



夏スカート(紺)

半袖ブラウス(ミニチェック×ネイビー)

コート

全商品　上記価格より３％値引きいたします

長袖ブラウス(ミニチェック×ピンク)

半袖ブラウス(ミニチェック×ピンク)

スカート(チェック)

夏スカート(チェック)

生地ベスト
￥5,390

￥5,280
￥5,280

￥15,730
￥15,180

夏スラックス ￥13,200

￥21,230

￥17,050

￥13,860

半袖ポロシャツ(白) ￥4,730
半袖ポロシャツ(紺) ￥4,730

ブレザー

☆スカート(紺)

長袖ブラウス(ミニチェック×ネイビー)

★リボン

自由購入品

\26,400
￥5,390

￥1,650
★ネクタイ ￥1,980

\17,600
☆スラックス \15,950

必要購入品

自由購入品

女子冬服

コート

女子夏服

女子冬服

※冬服を３月５日(日)までにお申し込みの方は、３月末までにお渡しいたします。

※夏服を３月５日(日)までにお申し込みの方は、４月末までにお渡しいたします。

　３月６日(月)以降にお申し込みの方は、お渡し日が５月９日(火)以降になりますのでご了承ください。

※夏季は長袖シャツ・ブラウス、半袖シャツ・ブラウス、半袖ポロシャツ着用可。

　但し、半袖ポロシャツは学校行事の時は着用できません。　詳細は学校にお問い合わせください。

※コートのお渡しは１０月中旬を予定しております。

※半袖ポロシャツ・コートは、男女兼用になります。

☆印（スカートｏｒスラックス）および ★印（リボンｏｒネクタイ）については、
　いずれか１つは必ず購入してください（両方購入可）。

※表示価格は消費税１０％込みの価格です。



E-mail info@tsutsui-uniform.co.jp     

Home page http://www.tsutsui-uniform.co.jp
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1　　　５ からご注文時にご利用頂けます。月 日 ( 木 )

４

191 ４

並ばず安心！ ＬＩＮＥ順番待ち

※ご予約ではございません。予めご了承ください。
※一部機種ではご利用頂けない場合もございます。

※店舗のみでご利用頂けます。
※発券はお客様のスマートフォンからのみとなります。

※事前に「順番待ち」LINE 公式アカウントを友達追加
　してください。

※左の「ＱＲコード」からご登録頂くか、もしくは当社
　ホームページの各店舗のご案内からご確認ください。

① LINE アプリの位置情報を「ON」に
　 してください。
② 店舗から半径３㎞内で「電子整理券」
　 を発券できます。
③ 順番が近付いたら通知でお知らせしま
　 すので、別の場所でもお待ち頂けます。

2023



制 服 の し お り

横浜タカシマヤ
2023年度

お
問
い
合
わ
せ

以下の期間《制服専用ダイヤル》を設けております。

●2023年2月～5月は

上記以外の期間は以下の番号までお問い合わせください。

●2023年1月まで／
　2023年6月以降は

TEL 045-313-7600

TEL 045-311-5111
〒２２０-８６０１　横浜市西区南幸 １-６-３１

横 浜

横浜駅西口

6階  学校制服売場

心よりお祝い申しあげます。
新しい学園生活の準備は横浜タカシマヤにおまかせください。

横浜タカシマヤは 制服の取扱い店となっております。

確かな品質と仕立てで 毎年ご好評をいただいております。

何卒制服のご用命を横浜タカシマヤに賜りますようお願い申しあげます。

2023　横浜清風高等学校  学校制服パンフレット表面　A3

《駐車料金のサービスのご案内》
※お買上げレシートと駐車券を売場にてご提示ください。

駐車場名

ジョイナス
駐車場
横浜駅西口
地下駐車場

午前6：00～
午前0：00
午前6：00～
午前0：00

横浜駅西口
第2駐車場
横浜駅西口
オートバイ
パーキング

連絡先

319-2463

316-3181

316-3181

316-3181

550台

987台

244台

81台

350円

350円

300円

110円

2m10cm

2m10cm

2m20cm24時間

24時間

収容台数 営業時間 車高制限 延長料金
（30分毎）

A

B

C

D

当日のお買上げ金額
税込 2,000円以上

税込 30,000円以上

税込 100,000円以上

90分無料

2時間無料

3時間無料

■タカシマヤカード《プレミアム》・タカシマヤカード《ゴールド》会員様■

■タカシマヤカードプラチナデビットカード会員様■
お買上げの有無に関わらず5時間まで無料でご利用いただけます。

当日のお買上げ金額
税込 100,000円未満 2時間無料
税込 100,000円以上 3時間無料

至
浅
間
下
交
差
点

北幸交番

ホテルプラムコスモY

タカシマヤ
ローズホール

HI横浜ビル

ハマボール
イアス

ホテル ザ
ノット ヨコハマ

横浜銀行

キャメロット
ジャパン

県民サポート
センター

みずほ銀行横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワーズ

タカシマヤ

ビックカメラ

大和証券

ムービル

首都高横浜駅 首都高

首
都
高
速
道
路

三ッ沢
    第三京浜方面

西口出口

至
浅
間
下
交
差
点

北幸交番

ホテルプラムコスモY

タカシマヤ
ローズホール

HI横浜ビル

ハマボール
イアス

ホテル ザ
ノット ヨコハマ

横浜銀行
横浜髙島屋
第一別館   

キャメロット
ジャパン

県民サポート
センター

エキニア
横浜
エキニア
横浜

みずほ銀行横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワーズ

ジョイナス

横浜駅西口

三井住友
信託銀行
三井住友
信託銀行

ビックカメラ

大和証券

ムービル

P

P

P
P

A

B

C

D

天理ビル

バスターミナル

交番

ホテル横浜

横浜ビブレ21横浜ビブレ21
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カードの種類
クレジットカード ポイントカード

1%

1%

2,000ポイントごとにタカシマヤでご利用可
注1：現金・商品券による全額・一部入金の場合にポイント率は、タカシマヤカード《ゴールド》・タカシマヤカードは５%、
　　タカシマヤセゾンカードは１%となります。
注2：毎年1月1日→12月31日のタカシマヤ（年間ご利用額の加算対象店舗）でのご利用金額の累計が100万円（税抜）以上の場合、
　　翌年度（翌年2月1日→翌々年1月31日）のポイント率が10%にアップします。

1,000ポイントごとに
タカシマヤでご利用可

11,000円 無料初年度無料
（次年度から2,200円）

0.5% 1%

2%
1%

8%8%（10%　注2）
1%（3%　注2）

タカシマヤ以外での
ポイント率

年会費（税込）

ポイント交換

一般商品　注1
食料品
食料品（生鮮食料品）
特価品

タカシマヤカードタカシマヤカード
《ゴールド》

タカシマヤ
セゾンカード

タカシマヤ
ポイントカード

お客様のお好みに合わせて選べる4種類のカード
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タカシマヤ学生服のここがおすすめ！

制服の当日ご注文分からタカシマヤの各種カードでポイントがたまります！
（カードの種類はパンフレットの裏面をご覧ください）

学校制服受注システムにより注文内容を完全データ管理しご卒業までサポート、
お客様からの問い合わせや購入履歴検索などもスムーズに対応いたします！

冬服・夏服を同時にご注文のお客様は、出来上がり2回分のお届けも1回の送料
（有料）のみで承り、出来上がり品もご自宅にて楽々受け取れます！

お得

安心

楽



●ブレザー・・・・・・・・ 税込 28,380円
●スラックス・・・・・税込 15,730円
●長袖シャツ
（ミニチェック×ネイビー） 税込 5,390円
●ネクタイ・・・・・・・・・・・・・・・税込 1,980円

※半袖ポロシャツ・コートは、男女兼用になります。
※夏季は長袖シャツ・ブラウス、半袖シャツ・ブラウス
　半袖ポロシャツ着用可。
　但し半袖ポロシャツは、学校行事の時は着用できません。
　詳細は学校にお問い合わせください。
※コートのお渡しは10月中旬を予定しております。

※☆印（スカートorスラックス）および★印（リボンorネクタイ）
については、いずれか1つは必ず購入してください。（両方購入可）

※冬服を3月5日（日）までにお申込みの方は、3月末までにお渡しいたします。
　夏服を3月5日（日）までにお申込みの方は、4月末までにお渡しいたします。
　3月6日（月）以降にお申し込みの方は、お渡しが5月9日（火）以降になりますのでご了承ください。

※裏面の注意事項もご覧ください。

男子制服 女子制服
冬　服

横浜清風高等学校・制服のご案内

学校受注日 ● 2月18日（土）◆13：00～16：00 ●横浜清風高等学校
● 3月 4日（土）◆12：00～17：00 ●横浜清風高等学校

必
要
購
入
品

●夏スラックス 税込 13,860円
●半袖シャツ
（ミニチェック×ネイビー） 税込 5,280円
●半袖シャツ
（ミニチェック×ピンク）・・・・税込 5,280円
●半袖ポロシャツ
（白）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 税込 4,730円
●半袖ポロシャツ
（紺）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 税込 4,730円
●コート・・・・・・・・・・・・・・・税込 21,230円

●長袖シャツ
（ミニチェック×ピンク）・・・・税込 5,390円

冬　服

夏　服
自
由
購
入
品

●ブレザー・・・・・・・・ 税込 26,400円
●長袖ブラウス
（ミニチェック×ネイビー） 税込 5,390円
☆スカート（紺）・・・税込 17,600円
☆スラックス・・・・・税込 15,950円
★リボン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・税込 1,650円
★ネクタイ・・・・・・・・・・・・・・・税込 1,980円

冬　服

●夏スカート（紺） 税込 15,730円
●夏スカート
（チェック）・・・・・・・・・・・・・・・・・税込15,180円
●夏スラックス 税込13,200円
●半袖ブラウス
（ミニチェック×ネイビー） 税込 5,280円
●半袖ブラウス
（ミニチェック×ピンク）・・・・税込 5,280円
●半袖ポロシャツ
（白）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・税込 4,730円
●半袖ポロシャツ
（紺）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・税込 4,730円
●コート・・・・・・・・・・・・・・・税込 21,230円

必
要
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●スカート
（チェック）・・・・・・・・・・・・・・・・税込 17,050円
●長袖ブラウス
（ミニチェック×ピンク）・・・・税込 5,390円
●生地ベスト・・・・・税込 13,860円

冬　服

夏　服
自
由
購
入
品

キリトリ 線

店頭注文販売 【承り期間】 3月5日（日）までにお申し込みください。
ご注文方法のご案内

※承り期間を過ぎますと4月4日（火）新入生オリエンテーションまでにお納めできない場合がございますので、お早めにお申し込みください。

※学校受注日ではご注文のみ承り、代金は後日商品と引き換えにてお願いいたします。タカシマヤカードにて決済（カード引き落とし）を
　お考えの方は、学校受注日当日にカード（ご本人様カード）をご持参ください。
※上記学校受注日にお越しいただくことが出来ない場合は、上記期間店頭にて承ります。
※ご注文の時期が遅くなりますと、商品のお渡しが遅くなりますのでご了承ください。
※学校受注日に限り、店頭でのお承りが出来かねますのでご了承ください。

※表示価格は消費税10%込みの価格です。

2023　横浜清風高等学校  学校制服パンフレット中面　A3

《修理品は、クリーニングを済ませてお持ちくださいませ。》《修理品は、クリーニングを済ませてお持ちくださいませ。》

アフターサービスのご案内アフターサービスのご案内
上衣の袖丈出し、スボン丈・ウエスト出しのお修理は

ご在学中は無料で承ります。

上衣の袖丈出し、スカート丈出しのお修理は、ご在学中は

無料で承ります。
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529

横浜清風高等学校

男・女

ＵＲＬ：https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/topics/2023gakkouseihukuyoyaku

※ご予約は専用の予約ページからのみ承ります。
　お電話・ご来店でのご予約は承りませんので予めご了承くださいませ。
　予約ページには左記 2次元コードよりアクセスいただけます。ご予約は先着順です。
　お早めにお手続きください。  

1月4日(水)よりアクセスいただけます。

※2月28日(火)以降はご来場順に受付いたします。
　会場の混雑が予想されますので、お時間に余裕をもってお越しくださいませ。
　また、公共交通機関でのご来店をおすすめいたします。

2月27日（月）までの期間のみ《８階》特設会場は完全予約制となります。

ご来場には前日 午後6時30分 までのご予約が必要です。

【承り場所（男女とも)】●横浜タカシマヤ《8階》特設会場
【承り時間】●午前10時～最終受付午後6時30分


