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17 檍 男子用 155 学ラン・ズボン他 76 木花 男子用 155 学ラン

30 檍 男子用 170 学ラン 61 東大宮 男子用 170 学ラン・ズボン

89 檍 男子用 160 学ラン・ズボン他 85 大淀 女子用 155 スカート他

48 木花 男子用 160 学ラン・ズボン 90 大淀 女子用 165 スカート他

67 木花 男子用 150 学ラン・ズボン他 98 大淀 男子用 W73 ズボン

88 東大宮 女子用 150 セーラー・スカート 99 大淀 男子用 W73 ズボン

54 大淀 女子用 160 長袖シャツ 100 大淀 男子用 W67 ズボン

57 大淀 男子用 165 学ラン・ズボン他 101 大淀 男子用 W67 ズボン

23 大塚 男子用 160 学ラン・ズボン他 102 大淀 男子用 W70 ズボン

72 大宮 女子用 155 セーラー・スカート 103 大淀 男子用 W70 ズボン

16 赤江 女子用 160 スカート他 104 大淀 男子用 165 学ラン

92 赤江 女子用 150 スカート他 105 大淀 男子用 165 学ラン

93 赤江 男子用 170 学ラン・ズボン他 106 大淀 男子用 160 学ラン

94 赤江 男子用 170 学ラン・ズボン他 107 大淀 男子用 W64 夏ズボン

53 生目台 男子用 150 ズボン他 108 大淀 男子用 160 長袖シャツ

5 住吉 女子用 150 セーラー・スカート 91 大塚 男子用 155 学ラン・ズボン

84 住吉 女子用 160 セーラー・スカート 96 大塚 男子用 155 学ラン

27 住吉 男子用 160 学ラン・ズボン他 97 大塚 男子用 155 学ラン・夏ズボン

37 住吉 男子用 155 ズボン 9 西高附属中 男子用 155 学ラン

80 住吉 男子用 160 長袖シャツ 10 西高附属中 男子用 165 学ラン

6 宮崎東 男子用 175 学ラン 11 西高附属中 男子用 175 学ラン

35 宮崎東 女子用 150 半袖シャツ 12 住吉 男子用 175 学ラン

36 宮崎西 女子用 160 セーラー・スカート 34 住吉 女子用 W70 スカート

58 宮崎西 女子用 155 セーラー・スカート 32 宮崎北 男子用 160 学ラン・ズボン他

79 宮崎西 男子用 160 学ラン・ズボン他 59 宮崎西 女子用 5号 冬・夏・合服セーラー

78 宮崎西 女子用 S スカート他

95 宮崎 女子用 165 セーラー・スカート

制服リユースマッチング【 速報 】中学校

探しています！！
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※冬上（学ラン）は、学校がマッチングしなくても刺繍・ボタンを取替て着用の方もいらっしゃいます。

【 お申込み・お問合せ先 】

宮崎市社会福祉協議会 地域福祉係 制服リユース係

宮崎市花山手東３丁目２５－２ 宮崎市総合福祉保健センター内

URL: http://www.my-shakyo.jp

TEL：（０９８５）５２－５１３１ FAX：（０９８５）５２－５７２４

QRコードを読み込むと記入

様式が表示されます。


