
新宿髙島屋6階 学校制服
〒１５１-８５８０東京都渋谷区千駄ヶ谷５-２４-２　TEL 03-5361-1111（代表）

ご入学の皆様へ東京都市大学付属中学校

SHINJUKU

新しい学校生活のご準備は、新宿髙島屋におまかせください。ご卒業まで、お子様の充実した
学校生活のお手伝いをさせていただきます。制服に関しまして、各種ご案内申しあげます。

ご入学おめでとうございます。
心よりお祝い申しあげます。

制服のご注文方法について

〈2023年度〉

制 服 の ご 案 内

採寸のご予約は
《こちらから》

※配送にてお届けの際、現金にて、代金を頂戴いたします。
①代金引換配送（送料別途 1,100円（税込）～）

※制服は、タカシマヤのカード特典（ポイント）対象商品です。

②タカシマヤカード・各種クレジットカード・現金でのご入金とご配送
  （送料別途 770円（税込）～）

※制服が入荷次第、ご連絡をさせていただきます。
③ご来店

【お渡し予定日】

期　間 ：
場　所 ：

【お渡し方法】

※その他、ご質問・ご不明な点がございましたら、売場係員まで、お問い合わせください。

●2月12日（日）までのご注文承り分
●2月13日（月）～28日（火）ご注文承り分

2月7日（火）～2月19日（日）午前11時～午後6時（予約制）
新宿髙島屋6階 学校制服売場

2023年2月1日（水）午前10時30分より、新宿髙島屋WEBサイトにてご予約を承ります。
※上記の日時にご都合のつかない方は、2月28日（火）までに新宿髙島屋6階 学校制服売場にてお申し込みください。
　WEBサイトでは、ご予定をしておりません。あらかじめお電話にてご予約をお願いいたします。
 【受付時間：午前11時～午後6時】※受付時間は変更になる場合がございます。
　会場人数に制限がございますので、ご希望日にかなわない場合がございます。
※新宿髙島屋は2023年2月22日（水）全館休業とさせていただきます。

……… 3月中旬ごろまでにお渡し予定
…… 3月末ごろまでにお渡し予定

●2月28日（火）までのご注文承り分 ……… 4月末ごろまでにお渡し予定

冬服

夏服

※営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。



制 服 一 覧

指 定 制 服

■ ご入学後の追加注文については、新宿髙島屋6階 学校制服にて承ります。
■ お品物によってはお取り寄せになる場合がございます。

制服の追加注文について

■ 2月28日（火）までに、お申し込みください。左記を過ぎますと、入学式までにお納めできない場合がございます。
■ 土・日・祝日は大変混雑いたしますので、平日のご来店をおすすめいたします。
■ ご注文後のサイズや数量の変更につきましては、ご注文から１週間以内にご連絡をお願いいたします。
■ お預かりした個人情報は、制服を作成する以外の目的には使用いたしません。　

ご注文にあたっての注意事項

■ ご入学後、制服を永くご愛用いただくため、新宿髙島屋にて制服のお直しを承ります。
■ 当店でのお買い上げの制服は有料にて加工を承ります。
■ お直しをご希望される生徒様は、お持ちいただいく前に必ずクリーニングをお済ませください。
■ お直しは、2週間～4週間のお時間がかかりますので、お早めにお持ちください。尚、お直し期間中の貸し出し用の制服はございません。

制服のお直しについて

百貨店カードはタカシマヤ
日々の暮らしを華やかに彩る1枚
ポイント最大10％※

暮らしの中で活躍するスタンダードな1枚
基本ポイント8％※

年会費無料で
基本ポイント2％※

タカシマヤカード《ゴールド》

年会費   11,000円（税込） 年会費  初年度無料【次年度から 2,200円（税込）】

タカシマヤカード タカシマヤセゾンカード

お申し込みはこちら⇒

※一部ポイント対象外またはポイント率の異なる店舗・商品・お支払方法がございます。 詳しくはタカシマヤのホームページをご確認ください。
※タカシマヤでのカードご利用時に、現金・タカシマヤギフトカード・百貨店ギフトカード・髙島屋商品券・全国百貨店共通商品券で全額・一部をご入金される場合にはポイント率が異なります。

◎：購入必需品　　○：任意購入品

タカシマヤクレジットカードのご案内タカシマヤクレジットカードのご案内

年会費  永年無料

◎詰め襟 【校章・指定釦・苗字刺繍入り】　（身長サイズ　140A～190A　160E～190E） 24,200円

◎スラックス【ワンタック・シングル】　 （ウエストサイズ　W61～W120） 12,320円

◎長袖ワイシャツ　　 （身長サイズ　140A～190A　160E～190E） 3,080円

◎ベルト【バックルに校章あり】 3,850円

◎スラックス【ワンタック・シングル】 （ウエストサイズ　W61～W120）　　　 10,450円

◎半袖ワイシャツ　　 （身長サイズ　140A～190A　160E～190E） 2,860円

◯ポロシャツ　 （サイズ　S～5L） 5,060円

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

【冬制服】

【夏制服】

◯セーター【紺・グレー】　　　 8,140円（サイズ　S～5L）



東京都市大学付属中学校・高等学校

製造メーカー 瀧本株式会社

制服のご案内

オプションアイテム

セーター

ポロシャツ

Outlast R

ADAPTIVE COMFORT R

NASA の為に開発された
究極の温度調整素材

毛玉防止

混率　アクリル 70％　毛　30％
特徴

温度調整温度調整

・左胸　刺繍

素材　レイブロック ドライ
混率　ポリエステル 100％
特徴　防透けと紫外線遮蔽機能に特化した素材です。　

・ポケット　刺繍

・カラーボタン

都市大マーク

※都市大グループロゴ

速乾速乾吸水吸水 ＵＶ
カット
ＵＶ
カット透け防止透け防止

快適に過ごせる温度調節ができるセーター！

・ラインテープ仕様

襟ぐりまわり　下前部分



東京都市大学付属中学校・高等学校制服のご案内

素材：冬服（詰襟・スラックス）

カシミヤ織り

通常詰襟の織り方として使用されているカシミヤ調ドスキン織り。

カシドス織りをさらに繊細なカシミヤ織りにバージョンアップ

することで、柔らかい織り上がりと光沢感をそのままに、

厚さによる重みを軽減した高級感のある素材に仕上げました。

Stretch
cashmere

冬服 夏服

機能：瞬間消臭「モフクリア」

・スリムシルエット

詰襟

・新オリジナル織りネーム

・個人ネーム

冬スラックス

・スリムシルエット　ワンタック

TOKYO CITY UNIVERSITY

JUNIOR AND SENIOR HIGH SCHOOL

瀧本

右身頃内ポケット下に
個人ネーム刺繍入り

半袖Yシャツ

素材　ブロード ( 長袖も同様 )
混率　ポリエステル 65％
　　　綿　35％
特徴　形態安定加工
　　　抗菌防臭

夏スラックス
素材　ストレッチ
混率　ポリエステル 95％
　　　綿　5％
特徴　ストレッチ

・スリムシルエット
   ワンタック

素材　ストレッチカシミヤ
混率　毛　60％　ポリエステル 40％
機能　

詰襟の背中・脇の芯地、
スラックスのポケットの淵に
モフクリアを入れることで、
気になる臭いを瞬間消臭。

モフクリアは汗の嫌なニオイの基となるアンモニア臭を瞬間消臭してくれます。
活性炭と比べ、消臭スピードは約 20倍、消臭効果は約 150 倍と驚異の消臭力を
発揮します。つまり、「一瞬で気になるニオイがなくなる」嬉しい機能です。

驚異の瞬間消臭効果+抗菌性能
汗のニオイも、すぐ消える !

特徴

柔らかさ

ストレッチ 通常の詰襟・スラックスは約 7 ％ですが、　

ストレッチカシミヤは約 10％伸びます。

光沢感 漆黒の深みのある色に光が反射し輝きます。

カシミヤ織りのやわらかな風合いで

肌触りもやさしく。

・胸ポケット　刺繍

・新オリジナルボタン

中学校 高等学校

・センターライン

・胸ポケット　刺繍
校章刺繍　水色

・センターライン
　ピンステッチ仕様

・シングル裾仕上げ

詰襟

冬スラックス

長袖 Yシャツ

セーター（紺・グレー）

ベルト

24,200

12,320

3,080

8,140

3,850

指定品 半袖 Yシャツ

夏スラックス

ポロシャツ（白）

指定品 2,860

10,450

5,060

【冬服】 【夏服】

※セーターの購入は任意です。

※従来タイプに比べてスマートな
設計になっています。

※従来タイプに比べてスマートな設計になっています。

※従来タイプに比べてスマート
な設計になっています。

※スラックスの中心に折り目が消えない加工を施しています。

※スラックスの中心に折り目が
消えない加工を施しています。

※裾出し 6㎝まで可能。

※都市大グループロゴ

※校章入り

( 税込み価格 ) ( 税込み価格 )

※ポロシャツの購入は任意です。

詰襟学生服史上初のカシミヤ織り採用！！

制服業界でモフが使えるのは瀧本のみ！


