
令和 5年 2月 1日 

 

令和 5年度新入生の制服（標準服）・体育着・上履き等の購入方法について 

 

2月 18日（土）8時４０分から１６時００分まで本校体育館 2階にて販売・採寸等を行います。同

時に入学説明用資料の配布もいたしますので来校をお願いいたします。 

ＪＲ原宿駅に近い体育館側の門から入校していただき、体育館 2 階までお願いいたします。   

（上履きが必要です。駐輪場がありますので自転車での来校も可能です。） 

 

〇 制服（標準服）  

詳細は「令和 5年度制服のご案内」をご確認ください。 

  取扱店：西武渋谷店（A館７階 学生服売場） 

   本校体育館 2階にて 2月 18日（土）8時４０分から１６時００分まで採寸を行います。（都合の

良い時間に採寸をお願いします。）採寸後ネット販売となります。 

2月 18日（土）に採寸のできなかった場合は 2月 19日（日）から 26日（日）までの間に「店

舗採寸予約サイト」にて予約後に西武渋谷店（A館７階 学生服売場）にて採寸、ネット販売となり

ます。2月 19日（日）までにネットにて購入をいただけると 3月下旬の納品となる予定です。宅配

便での納品になります。 

 

 

〇 体育着 

    詳細は「2023年度体育着販売のご案内」をご確認ください。 

  取扱店： ㈱サス・スポーツプロダクト 

   本校体育館 2階にて 2月 18日（土）8時４０分から１６時００分までサイズ確認会を行います。

サイズ確認後ネット販売となります。 

2月 18日（土）にサイズの確認のできなかった場合は 20日（月）までの間、学校にて各サイズ

見本がありますので学校に電話連絡の上、サイズの確認をお願いいたします。 

納期の関係上ネット販売は 2 月 20 日(月)17:00までにお願いいたします。宅配便での納品にな

ります。 

 

 

〇 上履き 

     「上履き」と「体育館履き」を兼ねる 1足を購入してください。 

  取扱店：有限会社 ヒーロースポーツ  

   本校体育館 2階にて 2月 18日（土）8時４０分から１６時００分まで販売会を行います。 

価格は、税込 3,600円になりますのでお釣りの無いように準備をお願いいたします。 

販売後すぐに納品になります。（サイズ欠品の場合は後日納品になります。） 

2月 18日（土）に購入のできなかった場合は、3月 4日（土）13時から 15時まで本校玄関に

て販売会を行います。 

3月 4日（土）にも購入できなかった場合は取扱店まで連絡をお願いいたします。 

電話：０３（３４６６）１９０７ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ herosports@beach.ocn.ne.jp 
新入生のみの販売・採寸になりますので在校生は本校Ｗｅｂサイトの「学用品（標準服・体育着・上履き）在校生の購入方法について」より購入をお願い

いたします。 

mailto:herosports@beach.ocn.ne.jp


令和5年4月。あなたの新しいキャンパスライフが始まる時。制服に袖を通した

その日が、新しい3年間のスタートラインです。顔も知らないクラスメート、新しい授業、

クラブ活動･････。ちょっぴりの不安とふくらむ希望の学生生活。

制服は学校指定の「西武渋谷店」でお申し込みください。

(単位：円）
本体価格（仮）税込価格（仮）

全館休まず営業いたします。営業時間は午前10時～午後8時。
※新型ウィルス感染拡大防止のため、臨時休業や時間を変更して営業する場合がございます。

※2月8日（水）、16日（木）は棚卸のため、午後７時までの営業となります。

西武渋谷店　郵便番号150-8330　東京都渋谷区宇田川町21ー1　電話：03（3462）0111大代表

渋谷区立原宿外苑中学校ご入学の皆さまへ

令　和　5　年　度

学生服のよくあるご質問はこちら
学生服Q&Aサイト：https://www.sogo-seibu.co.jp/gaisho/business/faq.html

　　　　　　　　　　　 ０３（３４６１）３６２１　<直通電話>

西武渋谷店 A館７階 ＝ 学生服売場
お問い合わせ：フリーダイヤル　０１２０（７１）２９４７　

新入生制服などのお問い合わせは、5月31日（水）まで上記のフリーダイヤルで承ります。

　＜承り時間 午前10時～午後８時＞
6月1日（木）以降のお問い合わせ：西武渋谷店　A館　７階＝学生服売場

制 服 の ご 案 内

学校採寸日（学校内）
２月１８日（土） 午前８時４0分 ～ 午後４時00分
採寸後に下記のURLまたは二次元バーコードより学校専用サイトに

アクセスいただき、制服一式をご注文ください。

URL: https://edepart.sogo-seibu.jp/brand/005957

※リンク有効期限：2月18日（土）午前10時～2月26日（日）午後9時まで

【お届け期間】

〈冬服〉

2月19日（日）午後9時までのご注文 ⇒ 3月下旬頃

2月26日（日）午後9時までのご注文 ⇒ 3月31日迄
※制服の生産状況によってお届けが遅れる場合がございます。

2月19日午後9時までのご注文をおすすめしております。

〈夏服〉

2月26日（日）午後9時までのご注文 ⇒5月上旬頃
【注意事項】

・ショッピングカートでは、宅配便（ギフト）を選択ください。 ※ギフトラッピングではございません。

・お届け先は生徒さまのお名前でお申し込みください。

・ご注文品の変更は致しかねます、予めご了承ください。

・ご利用には、７iD会員へのご登録（無料）が必要となります。

・お支払いはクレジット決済のみとなります。

・登録方法、操作方法にご不明な点がございましたら、下記にご連絡くださいませ。

西武・そごう e.デパート カスタマーセンター

フリーダイヤル０１２０－２５６－０１２（営業時間：午前10時～午後5時）

〈学校採寸にいらっしゃれない方〉
下記期間に西武渋谷店学生服売場へ採寸にお越しください。

2月19日（日）～2月26日（日）
URL：https://airrsv.net/sssaisun/calendar?schdlId=s00007E460

※感染症対策のため、店頭ご来店時には上記〈店舗採寸予約サイト〉より、 事前予約をお願いいたします。

ご予約されずにご来店いただいた場合、当日中にご対応できないこともございます。

必ずご予約をいただきますようお願いいたします。

※必ず上記期間内のご予約をお願いいたします。

〈学生服Q&Aサイト〉

〈制服ご注文用サイト〉

〈店舗採寸予約サイト〉

https://edepart.sogo-seibu.jp/brand/005957
https://www.sogo-seibu.co.jp/gaisho/business/faq.html
https://airrsv.net/sssaisun/calendar?schdlId=s00007E460


上衣①③⑤、下衣②④⑥の組合せ例を参考に選択のうえご注文ください。
（組合せ例　Ⅰ①・②、Ⅱ③・④、Ⅲ⑤・⑥、Ⅳ③・⑥、Ⅴ⑤・④）

◇冬服　3月下旬頃お届け (単位：円）

【指定購入品】 本体価格 税込価格

① 詰襟 21,000 23,100

② 冬スラックス 10,220 11,242

【①ご購入時　学校指定自由購入品】

ニットセーター紺 6,300 6,930

【①ご購入時　自由購入品】

長袖シャツ 2,450 2,695

(単位：円）

【指定購入品】 本体価格 税込価格

③ 冬セーラー 21,000 23,100

④ 冬スカート 12,100 13,310

リボン（③ご購入時） 2,000 2,200

ハイソックス（④ご購入時） 850 935

【③ご購入時　学校指定自由購入品】

ニットセーター白 6,300 6,930

(単位：円）

【指定購入品】※ご入学後、別途ご案内いたします。 本体価格 税込価格

⑤ ジャケット 23,500 25,850

⑥ ジャケット用スラックス 13,000 14,300

【⑤ご購入時　学校指定自由購入品】

ニットセーター紺 6,300 6,930

【⑤ご購入時　自由購入品】

長袖ブラウス 2,450 2,695

◇夏服　5月上旬頃お届け (単位：円）

【学校指定自由購入品】 本体価格 税込価格

② 夏スラックス 7,000 7,700

【②ご購入時　自由購入品】

半袖シャツ 2,350 2,585

(単位：円）

【選択必須購入品】 本体価格 税込価格

③ 半袖セーラー 10,500 11,550

③ 長袖セーラー 11,200 12,320

【学校指定自由購入品】

④ 夏スカート 11,200 12,320

(単位：円）

【⑤ご購入時　自由購入品】※ご入学後、別途ご案内いたします。 本体価格 税込価格

半袖ブラウス 2,350 2,585

【採寸・ご注文時のお願い】

※　冬服・夏服を一緒にお申し込みいただきますが、お渡し日時は異なります。

※　商品の特性上、基本的に返品・交換は受け付けておりません。ご了承ください

【ご入学後の追加注文・補修承りについて】
※　ご入学後のご注文は店頭へのご来店、またはお電話で承ります。
※　当店でお買いあげの制服は購入後１年間、成長に伴う修理を無料で承ります。

その他の修理は有料にて修理加工を承ります。
※   修理には2週間～3週間ほどお時間をいただきますので、ドライクリーニング後
      お早めにお持ちください。

⑤・⑥の販売については、夏頃採寸を行い秋頃お渡し予定となります。

2023年度新入生制服注文時にはご注文を承れませんのでご了承ください。ご

注文ご希望の方の制服貸し出しについては学校へご相談ください。 ご注文時期

についてはご入学後改めてお知らせいたします。



渋谷区立原宿外苑中学校

新入生保護者の皆様へ

下記の要項にて体育用品の販売をいたしますので、この機会にお申込みくださいますようご案内申し上げます。

1 サイズ確認会日時 8:30～16:00 【会場】 体育館２F

2 申込み方法 下記、「体育着申込サイト」よりお申込をお願い致します。

サイズ確認会当日は、各種サイズ・サンプルを用意しておりますので、ご確認のうえサイズをお決めください。

※感染症予防対策のため、試着はご遠慮いただいております。

QR コード 左のQRコードから読み取りください。

https://sas-sports.jp/account/register?memberTag=2023-1406-boy&name=code5

※お申込み期限は2月20日(月)17:00までとさせて頂きます。

3 受注完了 注文完了後、注文番号が表示されます。

4 お渡し方法 代引き宅配便にてお届けいたします。

5 お支払方法 代引き宅配となりますので、お届の際に宅配業者へお支払いください。(現金のみとなります）

6 販売品目一覧

トレーニングジャケット（個人ネーム）

トレーニングパンツ（個人ネーム入）

半袖シャツやハーフパンツの洗い替えを準備される方は、この機会に2枚以上の購入を
お勧めいたします。

7 注意事項 ※ウェアー類には、「個人ネーム」が入ります。お申込み後の「サイズ変更」は出来ませんので

　ご了承ください。

8 参考サイズ表 体育着申込サイトに出来上がりサイズ表がありますので、参考にしてください。

9 入学後の追加購入について

弊社ホームページに掲載されている「SASネット」からお申込みいただけます。

商品は代金引換便にてご自宅へお届けいたします。

※個人ネームが入るため、お申し込み後3週間ほどお時間を頂いております。

【渋谷区立原宿外苑中学校　体育用品取扱店】　 ㈱サス・スポーツプロダクト

東京都千代田区神田司町２－１７

　ＴＥＬ　03-3233-3711（代表）

担当者　：　●木村

¥3,500

2023年度　体育着　販売のご案内

備考

全員購入

販売価格（税込）

¥6,200

2023年2月18日(土）

品　名

必須代引き配送料

一式　合計金額

¥1,200

¥19,000

全員購入ハーフパンツ（個人ネーム入） ¥3,300

全員購入

全員購入半袖シャツ（個人ネーム入）

¥4,800

https://sas-sports.jp/account/register?memberTag=2023-1406-boy&name=code5


原宿外苑中学校

申込方法 下記QRコードを読込み「体育着注文サイト」にてお申し込みください。

https://sas-sports.jp/account/register?memberTag=2023-1406-boy&name=code5

ご入学者様用 QRコード

申込締め切り期日 ※2月20日（月曜日）１７：００までに申込を完了してください。

※注文完了後確定メールが届きます。(確定メールが届かない場合でも、注文番号がついた時点で注文は確定しています）

※ec-sas@sas-sports.co.jpからのメールを受診できるように設定をお願い致します。

※ezwebご利用のお客様へメールが届きにくい事例が発生しております。迷惑メールフィルターの変更をしていただくか、Gmail,

yahooメールなどほかのアドレスをご利用いただきますようご協力をお願いします。

納品とお支払方法 「代金引換便」となりますので、お届の際に宅配業者へ現金にてお支払いください。

注意事項 ※個人名刺繍が入る商品のサイズ交換はお受けできません。サイズ交換の無いように確認をお願いします。

お問い合わせは、申込サイトお問い合わせフォームをご利用ください。

ご不明な点がございましたら、こちらまでお問い合わせください。

【体育用品取扱店】　 ㈱サス・スポーツプロダクト

東京都千代田区神田司町２－１７

　ＴＥＬ　03-3233-3711（代表）

体育用品の申込みについて

手順①

手順②

手順③ 会場外で下記QRコードを読み込み『体育用品注文サイト』からお申込みください。

本日サイズの確認をして、裏面のサイズメモに記入をお願いします。

会場に、ウエアのサイズサンプルを用意しています。

https://sas-sports.jp/account/register?memberTag=2023-1406-boy&name=code5


※会場のサイズサンプルを確認して、ご記入ください。

ハーフパンツは洗い替えに2枚のご購入をおすすめいたします。

４・５月は、半袖シャツ・ハーフパンツの追加注文が集中し、納期が３週間程度かかります。

【商品のお届け目安】

商品が届きましたら、お届け商品に不備がないかご確認をお願いいたします。
万が一不備がある場合は、商品到着後1週間以内にご連絡ください。

【商品の受け取りについて】
お客様の都合で荷物をお受け取りできなかった場合（長期不在等）、持ち戻りの送料をご請求させて頂く場合があります。

商品のお届け目安時期に長期不在される場合は、事前にご連絡をお願いいたします。

【サイズ交換について】　※個人名刺繍が入る商品のサイズ交換はお受けできません。

ご来社にて交換を希望される場合は、予約が必要になりますので事前にご連絡をお願いいたします。

交換商品のお取り寄せには3営業日(目安)ほどかかります。

サイズ交換につきましては、外装・外箱・商品タグが揃っている商品のみ対応可能とさせていただきます。

なお弊社は事務所となっておりますので、突然のご来社の場合、商品のご用意が出来ない場合がございます。

ご了承をお願いたします。

全員購入

  ※洗い替えに

２枚のご購入を

おすすめ致します

ハーフパンツ

（個人ネーム入）

全員購入
トレーニングパンツ

（個人ネーム入）

半袖シャツ

（個人ネーム入）

全員購入

  ※洗い替えに

２枚のご購入を

おすすめ致します

※会場内で用紙の紛失や取り間違いのないように必ず氏名・受験番号のご記入をお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　氏名

2022年3月30日～4月5日頃

代引き配送（現金支払いのみ）

体育用品　サイズメモ

サイズ 数量 備考品　名

全員購入
トレーニングシャツ

（個人ネーム入）


