
嬉野中学校の新制服は、生徒様それぞれの身体や気持ちに合ったものを選べる「カスタマイズ制服」です！ 

暑さ対策 
より涼しい! 同柄の夏生地もご用意 

生徒様それぞれが 

着用する制服を選べます 

▼オプションアイテム一覧 

寒さ対策 
春・秋の肌寒い季節にも大活躍 

快適温度 
調節機能！ 

アウトラスト 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ブレザーⅠ 

ゆったりシルエット 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ブレザーⅡ 

すっきりシルエット 

or 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ポロシャツ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ブロードシャツ 
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スラックスⅠ 
ゆったりシル

エット 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

スカート 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

スラックスⅡ 
すっきりシル

エット 

or + 

必須購入品 
必須購入のブレザー・シャツ・ボトムも複数種類の中から選べます！ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

キュロット 
スカート 

ニットベスト 
ニットセーター 

ボトムすべてに 
夏生地もご用意 

夏スラックス 
夏スカート 
夏キュロット 



嬉野市立嬉野中学校   新制服着用パターン① 

ゆったりブレザー＋ゆったりスラックス 

＊男子生徒様向け 定番セット 

＋ 

必須購入 価格 

ブレザーⅠ 23500円 

長袖ポロシャツ 4500円 

半袖ポロシャツ 4200円 

スラックスⅠ 12000円 

合計 44200円 

希望購入 価格 

夏スラックスⅠ 11500円 

合計（夏ボトム込） 55700円 

ニットベスト 4000円 

ニットセーター 5000円 

合計（ニット込） 53200円 

希望購入品も含めて、すべて購入した場合・・・ 

定番 

必須購入 価格 

ブレザーⅠ 23500円 

長袖カッターシャツ 3500円 

半袖カッターシャツ 3200円 

スラックスⅠ 12000円 

合計 42200円 

ポロシャツを選んだ場合 カッターシャツを選んだ場合 

希望購入品 

合計 合計 64700円 62700円 



嬉野市立嬉野中学校   新制服着用パターン② 

すっきりブレザー＋スカート 定番 

＊女子生徒様向け 定番セット 

＋ 

必須購入 価格 

ブレザーⅡ 23500円 

長袖ポロシャツ 4500円 

半袖ポロシャツ 4200円 

スラックスⅠ 12000円 

合計 44200円 

希望購入 価格 

夏スカート 11500円 

合計（夏ボトム込） 55700円 

ニットベスト 4000円 

ニットセーター 5000円 

合計（ニット込） 53200円 

希望購入品も含めて、すべて購入した場合・・・ 

必須購入 価格 

ブレザーⅡ 23500円 

長袖カッターシャツ 3500円 

半袖カッターシャツ 3200円 

スカート 12000円 

合計 42200円 

ポロシャツを選んだ場合 カッターシャツを選んだ場合 

希望購入品 

合計 合計 64700円 62700円 



嬉野市立嬉野中学校   新制服着用パターン③ 

すっきりブレザー＋すっきりスラックス 

＊スラックスを履きたい女子生徒様向け 

＋ 

必須購入 価格 

ブレザーⅡ 23500円 

長袖ポロシャツ 4500円 

半袖ポロシャツ 4200円 

スラックスⅡ 12000円 

合計 44200円 

希望購入 価格 

夏スラックスⅡ 11500円 

合計（夏ボトム込） 55700円 

ニットベスト 4000円 

ニットセーター 5000円 

合計（ニット込） 53200円 

希望購入品も含めて、すべて購入した場合・・・ 

必須購入 価格 

ブレザーⅡ 23500円 

長袖カッターシャツ 3500円 

半袖カッターシャツ 3200円 

スラックスⅡ 12000円 

合計 42200円 

ポロシャツを選んだ場合 カッターシャツを選んだ場合 

希望購入品 

合計 合計 64700円 62700円 



嬉野市立嬉野中学校   新制服着用パターン④ 

すっきりブレザー＋ゆったりスラックス 

＊ゆったりしたスラックスを履きたい 
  女子生徒様向け 

＋ 

必須購入 価格 

ブレザーⅡ 23500円 

長袖ポロシャツ 4500円 

半袖ポロシャツ 4200円 

スラックスⅠ 12000円 

合計 44200円 

希望購入 価格 

夏スラックスⅠ 11500円 

合計（夏ボトム込） 55700円 

ニットベスト 4000円 

ニットセーター 5000円 

合計（ニット込） 53200円 

希望購入品も含めて、すべて購入した場合・・・ 

必須購入 価格 

ブレザーⅡ 23500円 

長袖カッターシャツ 3500円 

半袖カッターシャツ 3200円 

スラックスⅠ 12000円 

合計 42200円 

ポロシャツを選んだ場合 カッターシャツを選んだ場合 

希望購入品 

合計 合計 64700円 62700円 



嬉野市立嬉野中学校   新制服着用パターン⑤ 

すっきりブレザー＋キュロットスカート 

見た目はそのまま！ 
動きやすい 
「キュロット」 
タイプ 

＊キュロットを履きたい女子生徒様向け 

＋ 

必須購入 価格 

ブレザーⅡ 23500円 

長袖ポロシャツ 4500円 

半袖ポロシャツ 4200円 

キュロットスカート 15000円 

合計 47200円 

希望購入 価格 

夏キュロットスカート 14000円 

合計（夏ボトム込） 61200円 

ニットベスト 4000円 

ニットセーター 5000円 

合計（ニット込） 56200円 

希望購入品も含めて、すべて購入した場合・・・ 

必須購入 価格 

ブレザーⅡ 23500円 

長袖カッターシャツ 3500円 

半袖カッターシャツ 3200円 

キュロットスカート 15000円 

合計 45200円 

ポロシャツを選んだ場合 カッターシャツを選んだ場合 

希望購入品 

合計 合計 70200円 68200円 



嬉野市立嬉野中学校   新制服着用パターン⑥ 

ゆったりブレザー＋スカート 

＊上着をゆったり着たい女子生徒様向け 

＋ 

必須購入 価格 

ブレザーⅠ 23500円 

長袖ポロシャツ 4500円 

半袖ポロシャツ 4200円 

スカート 12000円 

合計 44200円 

希望購入 価格 

夏スカート 11500円 

合計（夏ボトム込） 55700円 

ニットベスト 4000円 

ニットセーター 5000円 

合計（ニット込） 53200円 

希望購入品も含めて、すべて購入した場合・・・ 

必須購入 価格 

ブレザーⅠ 23500円 

長袖カッターシャツ 3500円 

半袖カッターシャツ 3200円 

スカート 12000円 

合計 42200円 

ポロシャツを選んだ場合 カッターシャツを選んだ場合 

希望購入品 

合計 合計 64700円 62700円 



嬉野市立嬉野中学校   新制服着用パターン⑦ 

ゆったりブレザー＋すっきりスラックス 

＊上着をゆったり着て 
  スラックスを履きたい女子生徒様向け 

＋ 

必須購入 価格 

ブレザーⅠ 23500円 

長袖ポロシャツ 4500円 

半袖ポロシャツ 4200円 

スラックスⅡ 12000円 

合計 44200円 

希望購入 価格 

夏スラックスⅡ 11500円 

合計（夏ボトム込） 55700円 

ニットベスト 4000円 

ニットセーター 5000円 

合計（ニット込） 53200円 

希望購入品も含めて、すべて購入した場合・・・ 

必須購入 価格 

ブレザーⅠ 23500円 

長袖カッターシャツ 3500円 

半袖カッターシャツ 3200円 

スラックスⅡ 12000円 

合計 42200円 

ポロシャツを選んだ場合 カッターシャツを選んだ場合 

希望購入品 

合計 合計 64700円 62700円 



嬉野市立嬉野中学校   新制服着用パターン⑧ 

ゆったりブレザー＋キュロットスカート 

＊上着をゆったり着て 
  キュロットを履きたい女子生徒様向け 

＋ 

必須購入 価格 

ブレザーⅠ 23500円 

長袖ポロシャツ 4500円 

半袖ポロシャツ 4200円 

キュロットスカート 15000円 

合計 47200円 

希望購入 価格 

夏キュロットスカート 14000円 

合計（夏ボトム込） 61200円 

ニットベスト 4000円 

ニットセーター 5000円 

合計（ニット込） 56200円 

希望購入品も含めて、すべて購入した場合・・・ 

必須購入 価格 

ブレザーⅠ 23500円 

長袖カッターシャツ 3500円 

半袖カッターシャツ 3200円 

キュロットスカート 15000円 

合計 45200円 

ポロシャツを選んだ場合 カッターシャツを選んだ場合 

希望購入品 

合計 合計 

見た目はそのまま！ 
動きやすい 
「キュロット」 
タイプ 

70200円 68200円 



嬉野らしさを詰め込んだ 

こだわりのデザインです 

お手入れが楽々の 

高機能素材を使っています 

左胸に嬉野中学校の 
スクールカラー「グリー
ン」 

ブレザーの衿部分 
バッジホール 

前立て部分に、さりげな
い 
グリーンのチェック生地 

シャツ前立て別布 シャツ衿先刺繍 

「U」+嬉野茶をイメージ 
したオリジナルデザイン 

グリーンと紺のチェックが 
おしゃれな「ブラックウォッチ
柄」 

 安全仕様 

出し入れ式  名札付き胸ポケット 

校外で名前が隠せる仕様で、生徒様の個人情報を守ります 

【校内】フタを出す＝名前を見せる 【校外】フタをしまう＝名前を隠
す 

ワッペン・袖・後裾切りこみに反射機能付き 

ライトに反応する反射機能で、登下校時の安全性を高めま
す 

袖：反射ライン 

 嬉野中学校×グリーン 

抗菌防臭 
消臭 

透け防止 

洗濯機OK 
超ストレッチ 

防シワ 
蒸れにくく 
すぐ乾く 

ALLアイテム ブレザー ブレザー・ポロシャツ 

ポロシャツ 

ブレザー（裏地）・ポロシャツ 

反射ワッペン 後裾：反射ライン 


