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2020 年度 中学校 ご入学予定者の皆様 

学校指定品【制服・運動着・教科書等】販売のお知らせ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

新入生の皆様のご入学を心よりお祝い申し上げます。 

中央大学生活協同組合から、新入生の皆様の入学に際し体育着・教科書等の 

指定品の販売についてご案内申し上げます。 

  中央大学生活協同組合は本部を中央大学多摩校舎に置いております。 

  生協売店では、文具・書籍など、学校生活での必需品を多数取り揃えて、 

割引にて販売しておりますので、是非とも生協売店をご利用ください。 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央大学附属横浜 
中学校・高等学校 生協売店からのご案内 

 

中央大学生活協同組合 横浜売店 

℡ 045-594-5840 



中央大学附属横浜中学校・高等学校 

生徒および保護者の皆様へ 

                中央大学生活協同組合 

理事長 中川 洋一郎 

（経済学部教授） 

中央大学生活協同組合へのご加入のお願い 

  

ご入学おめでとうございます。 

 中央大学生活協同組合（略称 中央大学生協）は、中央大学内の教職員・学部生の皆様が出資金を出し 

合い、協同して学内における勉学研究や学生生活をより良いものにしていくために、昭和 24 年に法人設立さ

れました。 

 現在、中央大学生協は、附属横浜中学校・高等学校、附属中学校・附属高等学校、杉並高等学校、多摩キャ

ンパス、後楽園キャンパス（中央大学高等学校）・にて売店及び食堂を、市ヶ谷キャンパスにて売店を運営し

ております。 

附属横浜中学校・高等学校の生徒様をはじめ、大学生・教職員を含め、約 28,000 名の方々に生協組合にご

加入いただいております。皆様におかれましても、ご入学のこの機会に是非ご加入くださいますようお願いい

たします。 

 

 

■加入について 

 ・ご加入にあたっては、出資金（20 口 6,000 円）をお願いしております。また、お預かりした出資金は、 

ご卒業（脱退）時に全額お返しいたします。 

・中央大学生活協同組合への加入は、任意となっておりますが、ぜひご加入をお願いいたします。 

   

 

■加入方法ほか 

 ・2 月 11 日（火）の指定品採寸会にてお配りする「払込取扱票」に必要事項をご記入いただき、最寄りの

郵便局より 2020 年 3 月 19日（木）までにお振り込みください。尚、郵便局以外では受付ができませんの

で予めご了承ください。 

・扶養者の方の同意が必要となります。綴込みの「払込取扱票」の「扶養者同意・捺印欄」に必ず捺印を 

お願いいたします。手続きが完了次第、4 月末頃に扶養者様宛てに「生協組合員証」と期日までに 

出資（お振り込み）いただいた方の特典として「生協食堂利用券（１食分）」を郵送させていただきます。 

 

 

※ご卒業前、3 年時に脱退のご案内を送付させていただくため、在学中にご住所等が変更になった場合は 

下記の中央大学生協事務室までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の取扱いについて 

 ・このお申込書にてご提供頂いた、生徒様氏名及び保護者様の個人情報は、当生協の個人情報保護方針に基づいて、個別業務毎に 

情報の適正な管理・利用と保護に努めております。詳しくは、生協ホームページ（http://www.chudai-seikyo.or.jp/）や店頭等に 

個人情報の取扱いを提示しておりますのでご覧下さい。 

 

生協出資・住所変更等についてのご相談窓口 

〒192-0393  東京都八王子市東中野 742 中央大学生活協同組合 事務室 

電話：042－674－3011 ／ FAX：042－674－3055 



加入のしかた 

 

生協加入にあたっては、必ず「郵便局窓口」にてお払い込み手続きを行ってください。 

（ゆうちょ銀行または郵便局の払込機能付きＡＴＭでも手続き可能です） 

 

１．加入用ゆうちょ銀行振込用紙に必要事項を記入してください。 

添付されているゆうちょ銀行振込用紙に、必要事項と金額を記入してください。 

 

２．郵便局窓口にて払い込み 

お払い込みの際、必ず「払込金受領証」（払込控）をお受け取りください。（本組合員証が届くまでの仮

組合員証となります）。 

 

３．生協組合員証が郵送されます 

加入用ゆうちょ銀行振込用紙にご記入していただいた扶養者（ご依頼人）住所に 4月頃お送りします。 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━記入例━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  欄➊ 加入者（生徒）欄…生徒ご本人の氏名・生年月日・性別・住所をご記入ください。  

  欄➋ 扶養者氏名（ご依頼人）…加入者の親族で学費および生計費を負担している方の氏名を 

ご記入ください 

  欄➌ 扶養者住所…生協組合員証などの送り先になります。郵便番号も含め、略さずご記入ください 

  欄➍ 学校名…ご進学先の学校名を必ずご記入ください。 

  欄➎ 扶養者同意・捺印欄…必ずお捺印してください。 

  欄➏ 生協出資金…生協出資金は、20口 6,000円をお願いしております。なお、金額の前には必ず 

     「￥」マークをご記入ください。 

 
 

 



 制服・運動着等 指定品の採寸及び販売日のご案内  
 

Ⅰ．学校指定品（制服・運動着等）の採寸・販売日  

採寸日 ２月１1 日（火）（入学予定者説明会開催日） 

◆男子 受付時間 ・・・入学手続関係書類をご参照ください。 

受付場所：体育館 【スタッフが順番にご案内いたします。】 

◆女子 受付時間・・・入学手続関係書類をご参照ください。 

受付場所：体育館 【スタッフが順番にご案内いたします。】    

女子の採寸は、入学予定者説明会終了後から開始予定です。校内での滞在時間が長時間になるため、 

昼食をご持参いただくか、校内ランチルームをご利用ください。（臨時営業いたします） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ⅱ．採寸当日にご持参いただくもの 

①受験番号のお控え 

②ハイソックス（女子のみ）※スカート丈とのバランス確認に使用 

 

Ⅲ．【重要】指定品採寸～商品お渡しまでのお知らせ 

①指定品は、全員購入品のため、最低 1点はお申込みください。 

採寸日当日、お申し込み漏れがないよう、数量をお決めいただいたうえでご来校ください。  

※制服アイテムの詳細は、6ページ（男子）・7 ページ（女子）をご参照ください。 

 

②採寸日以降（2月 11日）の 『サイズ変更・数量変更』はお受けできません。 

採寸日翌日から、製造・梱包・発送作業を開始するため、サイズ変更・数量変更は 

お受けできませんので、予めご承知おきください。 

尚、ニット類ならびにシャツは売店にて販売しております（B 体以外）。 

その他の商品につきましてはご注文にて承ります。 

追加のご購入をお考えの方は、ご入学後、生協売店でお求めください。 

 

 

 

重 要 
・指定品は採寸いたしますので、必ずご本人様のご来校をお願いいたします。 

・当日受付にて必要事項（受験番号・配送先住所・連絡先等）を記入していただきますので、

受験番号をお控えのうえご来校ください。 

・校内に駐車場がございませんので、ご来校いただく際は、公共交通機関でお越しください。 

 ※学校近くでの駐停車・ご乗降も近隣の方のご迷惑になるためご遠慮ください。 



③お支払い方法 

・郵便振込のみとさせていただきます。             

・採寸日に振込用紙（払込取扱票）をお渡しいたします。 

 

お振込期限：2020 年 2 月 20 日（木） 

 

・振込手数料は、お客様負担とさせていただきます。 

・「振込票兼受領証」はお客様で保管をお願いいたします。 

  

④指定品のお渡しについて 

◆制服（冬服・夏服）➠ 3 月上旬 発送予定 

◆運動着・シューズ類 ➠ 入学式前日までに発送予定  

◆鞄類は、採寸日当日、お持ち帰りいただきます。 

 

 

Ⅳ．ご入学を辞退される方 

進路が確定いたしましたら、事務室・生協双方にご連絡ください。 

【以下の 2 点を 2 月 17 日（月）までに、生協売店までご返却ください】 

①採寸日当日にお渡しする「鞄類」・・・未開封・未使用の状態でご返却ください。 

②説明会当日、学校から配布された「宿題テキスト」・・・名前等、未記入の状態でご返却ください。 

※ご返却に伴う送料はお客様にご負担いただきます。 

 

 

 

 

 

※2月 12～13日は休業となります 

 
Ⅴ．その他 

お引越し等で、住所・連絡先等に変更が生じる場合、FAX または下記メールアドレスまでお知らせ 

ください。 

coop-store.koko@coop.chuo-u.ac.jp 

 

 

 

 

返送先 〒224-8515    横浜市都筑区牛久保東 1-14-1 

    中央大学生協 横浜売店  TEL/FAX：045-594-5840 



Ⅵ．【男子】 制服・運動着等 指定品のご案内 

アイテム 区分 商  品  名 価格 【税込】 

制 
 

服 

指定品          

※正装時着用 

ブレザー  24,250 

スラックス  12,950 

長袖シャツ（白） 5,100 

男子用ネクタイ 1,700 

ベルト 2,750 

着用時指定品 

長袖シャツ（サックス） 5,100 

セーター（紺） 5,150 

カーディガン（紺） 6,300 

ニットベスト（紺） 4,650 

半袖シャツ（サックス） 4,900 

夏スラックス 11,800 

サマーニットベスト（オフホワイト） 5,150 

サマーセーター（オフホワイト） 5,700 

推奨品 
ソックス（白）  720 

通学用革靴 6,600～     

 
 

 
 

靴
・ 

運
動
着 

指定品 
上履き 3,250 

グラウンド用シューズ 4,100 

指定品 

トレーニングシャツ【校名・個人名入】 5750 

トレーニングパンツ【個人名入】 4,700 

半袖 Tシャツ【校名・個人名入】 2,950 

選択指定品 
ハーフパンツ【個人名入】 3,650 

クロップトパンツ（７分丈）【個人名入】 4,100 

推奨品 学校マーク入りキャップ 1,000 

鞄 

選択指定品 

通学用鞄 5,400 

スポーツバッグ 6,350 

Dバッグ 9,100 

使用時指定品 
補助バッグ（大）【お弁当・副教材・運動着等収納】 2,400 

補助バッグ（小）【お弁当・小物等収納】 2,050 

※鞄類は採寸日にお持ち帰りいただきます 

 

用語のご説明 

■指定品・・・・・・・全員購入品です。1着以上ご購入ください。正装の指示がある場合はブレザー・スラックス・長袖シャツ（白） 

ネクタイ・ベルトを着用してください 

■着用時指定品・・・・市販の物は着用できません。着用の際は、着用時指定品をご購入ください。 

■選択指定品・・・・・いずれか 1 つ（全て購入も可）ご購入ください 

■使用時指定品・・・・希望される方はご購入ください。通学用鞄・スポーツバッグ・D バッグ以外の鞄が必要な場合、 

指定の補助バッグ以外は使用できません。 

■推奨品・・・・・・・希望される方はご購入ください。 



 Ⅶ．【女子】 制服・運動着等 指定品のご案内 

アイテム 区分 商  品  名 価格 【税込】 

制 
 

服 

指定品          

※正装時着用 

ブレザー  22,700 

正装スカート 15,050 

長袖シャツ（白） 5,100 

リボン 1,700 

着用時指定品 

オプションスカート 15,050 

女子スラックス【冬用】（チャコールグレー） 12,950 

 

 

女子用ネクタイ 1,700 

長袖シャツ（サックス） 5,100 

セーター（紺） 5,150 

カーディガン（紺） 6,300 

ニットベスト（紺） 4,650 

半袖シャツ（サックス） 4,900 

夏スカート 13,450 

女子スラックス【夏用】（チャコールグレー） 11,700 

サマーニットベスト（オフホワイト） 5,150 

サマーセーター（オフホワイト） 5,700 

推奨品 
ハイソックス（紺）  950 

通学用革靴 5,600  

靴
・ 

運
動
着 

              

指定品 

上履き 3,250 

 グラウンド用シューズ 4,100 

指定品 

トレーニングシャツ【校名・個人名入】 5,750 

トレーニングパンツ【個人名入】 4,700 

半袖 Tシャツ【校名・個人名入】 2,950 

選択指定品 
ハーフパンツ【個人名入】 3,650 

クロップトパンツ（７分丈）【個人名入】 4,100 

推奨品 学校マーク入りキャップ 1,000 

鞄 

選択指定品 

通学用鞄 5,400 

スポーツバッグ 6,350 

Dバッグ 9,100 

使用時指定品 
補助バッグ（大）【お弁当・副教材・体育着等収納】 2,400 

補助バッグ（小）【お弁当・小物等収納】 2,050 

※鞄類は採寸日にお持ち帰りいただきます 

用語のご説明 

■指定品・・・・・・・全員購入品です。1着以上ご購入ください。正装の指示がある場合はブレザー・正装スカート・ 

長袖シャツ（白）・ネクタイを着用してください 

■着用時指定品・・・・市販の物は着用できません。着用の際は、着用時指定品をご購入ください。 

■選択指定品・・・・・いずれか 1 つ（全て購入も可）ご購入ください 

■使用時指定品・・・・希望される方はご購入ください。通学用鞄・スポーツバッグ・D バッグ以外の鞄が必要な場合、 

指定の補助バッグ以外は使用できません。 

■推奨品・・・・・・・希望される方はご購入ください。 

※スカート丈は後から出す事ができないため、成長分を見込んで少し長めにお申し込みください。 



Ⅷ．制服の着用方法 
 

【男子制服の着用方法】 

①正装（儀式的行事等）の指示がある時は、ブレザー・スラックス・長袖シャツ（白）・ネクタイ 

・ベルトを着用してください。 

②正装以外は、各自の判断で TPO を考え、温度調節をはかり、冬服・夏服なく一年を通して着用する 

ことができます。 

③5 月 1 日～10 月 11 日の期間（予定）は、クールビズスタイルを採用し、ノーネクタイを可とします。 

【女子制服の着用方法】 

①正装（儀式的行事等）の指示がある時は、ブレザー・正装スカート・長袖シャツ（白）・リボンを着用し

てください。 

②正装以外は、各自の判断で TPO を考え、温度調節をはかり、冬服・夏服なく一年を通して着用すること

ができます。普段はリボン・ネクタイのどちらを着用してもかまいません。 

③5 月 1 日～10 月 11 日の期間（予定）はクールビズスタイルを採用し、ノーリボン・ノーネクタイを可と

します。 

※校則に定められているスカート丈は「膝頭を基準とする」です。スカートには、丈出しの機能を付けてお

りませんので、成長により学校指導基準の範囲を上回ってしまう場合、買い替えをお願いいたします。 

高校まで 6 年間着用しますので、成長分を見込んで購入してください。 

 

■その他の着用方法 

①靴 下 

    【男子】白のソックス（ワンポイント可）とします。   ※スニーカーソックスは除きます。 

   【女子】紺のハイソックス（ワンポイント可）とします。 ※冬は黒タイツも着用可です。 

     ◆男子：白のソックス・女子：紺のハイソックスは、推奨品を。採寸日にご用意しております。 

採寸日にご注文いただくか、それに準じたものを各自ご用意ください。 

②鞄 

・通学用鞄・スポーツバッグ・D バッグは学校指定品です。【いずれか（複数可）を必ず購入してください。】 

・補助バッグは、希望者購入品です。 

・通学用鞄・スポーツバッグ・D バッグ以外の鞄が必要な場合、指定の補助バッグ以外は使用できません。 

 

③通学靴 

・ローファータイプの「黒もしくは茶」で飾りのないものとします。採寸日に推奨販売をいたします。 

・お申込いただいた方は、制服と一緒に配送いたします。 

  ◆男子：28 ㎝までは 6,600 円／28.5 ㎝以上は 7,350 円      ◆女子：サイズに関係なく 5,600 円 

④コート 【指定品はありませんが、以下の条件のものとします。】 

  ・色   無地の黒・紺・チャコールグレーに限定 

  ・型   ピーコート・ダッフルコート（ファー付は不可） 

・素材  ウール混 

・長さ  制服ブレザーが隠れる程度の長さがあるもの 

◆2020 年秋季に生協推奨の「P コート・ダッフルコート」の採寸会を実施いたします。 

⑤マフラー・手袋・傘・雨靴 

    特に指定はありません。 

 

■ご入学後の追加購入等について 

ご入学後、指定品及び推奨品の追加購入は、生協売店にてお申込ください。 

※在庫がある商品に関しては、当日お持ち帰りいただく事も可能です。 

※ブレザー・長袖シャツの B 体は、ご注文いただいてからの製造になるため、お申込み時期に関わらず、お

渡しまで約 1 ヶ月を要します。B 体の申込みをお考えの方は、お時間に余裕を持ってお申込みください。 



 保 存 版  

 

ご入学後の指定品に関するお取扱いについて 

 

ご入学後、制服の追加注文いただいた場合のサイズ交換及び、鞄に不具合が生じた場合、 

以下の通り対応させていただきますので、皆様のご協力・ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 制服について  

Ⅰ．サイズ交換について 

①期限：ご購入から 1 ヶ月以内。 

②状態：「未開封・未使用・タグ付き」に限ります。 

③交換時にご持参いただく物：交換商品・ご購入時のレシート 

※尚、アイテム交換（例：長袖シャツから半袖シャツ等）はお受けできませんので、 

予めご了承ください。 

※アイテムによりサイズ感が異なりますので、必ず試着をしてからご購入ください。 

◆運動着等、刺繍を伴うアイテムは「サイズ交換をお受けできません」ので、 

予めご了承ください。 

 

 

Ⅱ．無償修理  在学期間中の成長に伴う修理は無償でお受けいたします。（例：裾出し等） 

※修理に出される場合、クリーニング後にお持ちください。 

◆成長に伴わない修理は、ご購入時期を問わず有償となります。    

 

 

Ⅲ．お願い 
サイズ交換等、ご購入時にお渡ししたレシートをご提示ください。 

ご入学後、追加購入をされた場合、お手数ですが、レシートの保管をお願いします。 
※レシート紛失等でご提示ができない場合、サイズ交換の対象外となりますので、 

予めご了承ください。  

※返品はお受けできませんので、アイテム・数量等、十分ご検討のうえ、ご購入ください。 
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 鞄について  

 
鞄の製造には万全を期していますが、ご入学後、万が一不具合が生じた場合、以下の通り対応させて 

いただきますので、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。 

 

 

Ⅰ．ご購入日から「3 ヶ月以内」に不具合が生じた場合  ➟ 新品と交換いたします。 

※素材・縫製等の不具合により使用に支障をきたした場合に限ります 

①レシートのご提示が必要になります。 

※紛失等でレシートのご提示ができない場合、新品交換の対象外とさせていただきます。 

②1 年生：ご入学前の指定品採寸時（入学予定者説明会開催日）にご購入された商品は、 

1 年時の 6 月末まで。 

③状況判断のため、メーカーでお預かりさせていただく場合もございます。 
 

 

Ⅱ．ご購入日から「1 年以内」に不具合が生じた場合  ➟  無償修理いたします。 

※素材・縫製等の不具合により使用に支障をきたした場合に限ります 

①レシートのご提示が必要になります。 

※紛失等でレシートのご提示ができない場合、無償修理の対象外とさせていただきます。 

②1 年生：ご入学前の指定品採寸時（入学予定者説明会開催日）にご購入された商品は、 

1 年時の 3 学期終業式まで。 

③状況判断のため、メーカーでお預かりさせていただく場合もございます。 

 

 

Ⅲ．以下の場合、有償修理とさせていただきます。  ※修理期間中は、貸出用のカバンをご用意いたします。 

①日常的な使用による生地・部材の損耗・傷等（経年劣化） 

 

②極度の負荷に起因する破損・変形・破れなど・・・各アイテムの耐荷重目安は以下の通りです。 

・スクールバッグ（10kg 以内） ・スポーツバッグ（12kg 以内） ・D バッグ（10kg 以内） 

・補助バッグ大（3kg 以内） ・補助バッグ小（2kg 以内） 

◆耐荷重を越えた状態で長期間使用された場合、破損・変形等の要因となるためご注意ください。 

 

③万が一、誤ったご使用や不注意による故障・損傷の場合（故意過失） 

例）鞄を引きずった・雨の中、外に放置していた・荷物を入れ過ぎた状態でファスナーの 

開閉を行った・高い場所から落とした・鞄を投げた 

鋭利なもので傷をつけた（傷がついてしまった） etc 

④ご購入日から 1 年以上経過した場合 

 

⑤ご購入から 1 ヶ月（1 年以内）であってもレシートのご提示ができない場合 

※有償修理の場合、別途お見積りいたします。 

※商品の状態によっては、修理ができない場合もございます。 

 

 



 教科書に関してのご案内  

Ⅰ．教科書の種類 

① 文部科学省検定済教科書(以下、検定教科書) ・・・中学校の検定教科書は無償となります。 

※紛失等で追加のご注文は有償になります 

 

② 副教材・・・・・検定教科書以外に、補助的に用いられる教材(有償) 

 

Ⅱ．検定教科書のお渡し方法 

    検定教科書は、入学式以降学校内で配布いたします。 

 

Ⅲ．副教材のお渡し・お支払方法 

① 副教材は、3月 21日以降クロネコヤマト便でご自宅へ配送予定です。 

 

② お支払方法：代金引換(現金のみ) 

      クロネコヤマトのドライバーに副教材代・送料・代引き手数料の総額 

をお支払いください。 

クレジットカード・電子マネーのお取り扱いはいたしかねますのでご了承ください。 

 

③ お支払いいただく代金の総額は、3月中旬以降、生協ホームページでご確認ください。 
 

   ④ その他 

      ご入学後、授業の進捗状況により別途教材をご購入いただく場合があります。 

 

 

 Ⅳ．教科書配送先住所のご登録について  

次ページの『【重要】副教材配送先住所の登録について』をご参照いただき、 

2月 11日（指定品採寸日）までに「副教材配送先の登録をお済ませください。 

※2 月 12 日以降は、登録画面はご利用できなくなります 

 

Ⅴ．お問合せ先 

教科書に関してのお問合せは、下記までお願いいたします。 

中央大学生協 横浜売店 

TEL・FAX：045-594-5840 
                       

 

 

 

 

 



【重要】副教材配送先住所のご登録について  
 

ご入学後、皆様が使用する副教材は、クロネコヤマト便で商品代引き払い（現金のみご利用可）

にて配送いたします。 

（※検定教科書は入学式以降、学内でのお渡しのため配送対象外です） 

副教材の配送先住所を 2月 11日の指定品採寸日までに ご登録ください。 

尚、2 月 12 日以降、登録画面はご利用できなくなりますのでご注意ください。 

※未登録の場合、副教材がお届けできなくなりますので、必ずご登録ください。 

  

【ご登録の手順は、以下の３Step です】 

Step1  下記①・②の何れかの方法で、登録画面のページをお開きください。  

             

     ②アドレス：https://forms.gle/qaVnRqM44kFr2fd7A 

  

Step2  ログインしてください（下記キーワードが必要になります） 

   ◆キーワード：coop480013【coop は半角小文字／480013 は半角数字になります】 

  Step3  必要項目の入力と送信 

   必要項目を漏れなくご入力頂き、送信ボタンを押してください。登録完了後、ご指定の 

アドレスに「登録完了」のメールが自動送信されます。 

※メールアドレスに誤りがあるとメールの受信ができませんのでご注意ください。 

 ※指定受信設定をされている方は、以下のメールアドレスを受信可能としてから送信してください。 

chuocoop.yokohama@gmail.com 
   ※メールが受信できない場合でも、登録完了の画面が表示された時点で登録は完了しております。  

※内容に修正がある場合には、お名前、ご連絡先を明記のうえ、coop-store.koko@coop.chuo-u.ac.jp まで 

ご連絡ください。 

 

 

①二次元バーコード 



 生協売店からのお知らせ  

 

Ⅰ．営業時間（通常時）・・・学事日程により営業日・営業時間は変更になる場合もあります。 

月曜日～金曜日 9：30～16：00／土曜日 9：30～13：00／日曜、祝日 休業 

 

Ⅱ．売店価格・取扱商品 

◆文房具：定価から 20％OFF 【売店に常設していない文房具のお取り寄せも承ります】 

      ノート・ルーズリーフ・ファイル・筆記具等、授業で必要な文房具類が揃っています。 

      新製品も多数ご用意しておりますので、是非ご利用ください。 

◆雑誌：定価から 15％OFF【商品はお取り寄せになります】 

     ※お申込みをする際、先生に雑誌の内容（書名）を確認いただき、了解を得てください。 

 

◆書籍：定価から 10％OFF【商品はお取り寄せになります】 

      文庫・新書・洋書・専門書・参考書等、お取り寄せにて承ります。 
※書籍・雑誌ともに、図書カードでのご利用は、定価の 5％OFF となります。 

◆ＤＶＤ：定価から 10％OFF／ＣＤ：定価から 15％OFF【商品はお取り寄せになります】 

Ⅲ．推薦辞書割引フェア 

         

  中央大学附属横浜中学校では、国語科の先生より『旺文社 国語辞典』が推薦辞書となっております。 

国語辞典をお持ちでない方や、買い替えを予定されている方は、この機会にお求めください。 

尚、2 月 11 日の指定品採寸日は、特別価格で販売いたしますので、皆様のご利用をお待ちしております。 

※推薦辞書は定価の 10％OFF にて販売いたします。【図書カードご利用の場合は、5％OFF になります。】 

     

 

 
 

 

 

個人情報について  

生協では、制服採寸・ご加入時にお預かりいたしました個人情報を次の目的で利用いたします。 

１、生協で取り扱う商品・サービスの提供、紹介、斡旋、注文受付、代金請求、回収、配送 

２、生協で取り扱う商品・サービスに関するお問い合わせの対応やアフターサービスの提供 

３、生協で取り扱う商品・サービス及び事業運営の改善に関わるアンケート依頼 

以上のことに同意の上、お申し込みください。 

※ 個人情報についてのご要望やご質問につきましては、中央大学生協事務室内 個人情報担当 にお問い合わせください。   

個人情報担当 ℡ 042(674)3011 

 

 

三省堂 現代新国語辞典 

定価：￥3,080（税込） 

生協通常現金価格：￥2,772（税込） 

◆2月 11日 指定品採寸日 特別価格 

   ￥2,750（税込現金価格） 



中央大学生協ホームページへアクセスしてください 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アドレス：http://www.chudai-seikyo.or.jp/ 

検索サイト：「中央大学生協」で検索 
                        

 

 

生協ＨＰトップページ（下記画像はイメージです） 
情報は都度更新されます。閲覧される場合は生協トップページからお入りください。 

 

 

                              

こちらをクリック 

ホームページでは以下の内容がご確認できます 

①使用する教科書名及び、副教材価格（3月中旬頃） 

②教科推薦辞書 

③制服デザイン（カラー写真付） 

④生協売店推奨品 

⑤生協売店営業日程 

左記、二次元バーコード 

からもアクセス可能です。 

http://www.chudai-seikyo.or.jp/





