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管理番号 学校 分類 種別 サイズ 備考

JSCU0001 純心中学校 区別無し かばん

RENG0001 小学校 女子 スーツ-ブラウス一式 160 卒業式等レンタル

RENB0003 小学校 男子 スーツ-Yシャツ-ネクタイ一式130 卒業式等レンタル

RENB0002 小学校 男子 スーツ-Yシャツ-ネクタイ一式160 卒業式等レンタル

RENB0001 小学校 男子 スーツ-ベスト-ネクタイ一式 150 卒業式等レンタル155Yシャツあり
YRYU0002 百合幼稚園 区別無し リュック 紺

SWCG0001 三和中学校 女子 冬セーラー 165A
SWCG0002 三和中学校 女子 冬セーラー 165A
KNTB0001 鶴南特別支援学校 男子 ブレザー BM
KNTB0003 鶴南特別支援学校 男子 夏ズボン ｗ85
KNTB0002 鶴南特別支援学校 男子 冬ズボン ｗ90
ISHG0001 諫早商業 女子 夏ブラウス 不明

ISHG0002 諫早商業 女子 夏ブラウス 不明

OKHB0002 大村工業 男子 夏シャツ Ⅼ
OKHB0003 大村工業 男子 夏ズボン W73
OKHB0001 大村工業 男子 学ラン 170A
OKHB0004 大村工業 男子 冬ズボン W73
NGSU0001 長与小学校 区別無し 体操服 １３０

NGSU0002 長与小学校 区別無し 短パン １３０

SMSU0002 聖マリア小学校 区別無し 習字用上着 LL ブルー　シミ有　タタミ

FZSU0002 附属小学校 区別無し 冬帽子 M53-54
FZSU0001 附属小学校 区別無し 冬帽子 S51-52
FZSG0026 附属小学校 女子 夏スカート 150A
FZSG0023 附属小学校 女子 女子ブレザー 120
FZSG0028 附属小学校 女子 女子ブレザー 130A
FZSG0017 附属小学校 女子 長袖ブラウス 120
FZSG0018 附属小学校 女子 長袖ブラウス 130
FZSG0027 附属小学校 女子 冬スカート 130A ボタン1個なし
FZSB0002 附属小学校 男子 冬上着 110
FZSB0003 附属小学校 男子 冬上着 不明

KDCU0006 高田中学校 区別無し ジャージ上 S
KDCG0086 高田中学校 女子 ブレザー 175A
KDCG0072 高田中学校 女子 ブレザー LT
KDCG0036 高田中学校 女子 ブレザー S
KDCG0070 高田中学校 女子 ブレザー S
KDCG0087 高田中学校 女子 ブレザー サイズ不明

KDCG0010 高田中学校 女子 ベスト 150A ボタン1個なし
KDCG0067 高田中学校 女子 ベスト 155？
KDCG0003 高田中学校 女子 ベスト 155A
KDCG0004 高田中学校 女子 ベスト 155A
KDCG0006 高田中学校 女子 ベスト 155A
KDCG0016 高田中学校 女子 ベスト 155A
KDCG0032 高田中学校 女子 ベスト 155A
KDCG0045 高田中学校 女子 ベスト 155A
KDCG0065 高田中学校 女子 ベスト 155A
KDCG0066 高田中学校 女子 ベスト 155A
KDCG0091 高田中学校 女子 ベスト 160A
KDCG0002 高田中学校 女子 ベスト 165A
KDCG0013 高田中学校 女子 ベスト 165A
KDCG0015 高田中学校 女子 ベスト 165A
KDCG0023 高田中学校 女子 ベスト 165A
KDCG0038 高田中学校 女子 ベスト 165A
KDCG0088 高田中学校 女子 ベスト 165A
KDCG0005 高田中学校 女子 ベスト 175A
KDCG0014 高田中学校 女子 ベスト 175A
KDCG0021 高田中学校 女子 夏スカート W66-53
KDCG0046 高田中学校 女子 夏スカート w69-56
KDCG0063 高田中学校 女子 夏スカート w69-56
KDCG0062 高田中学校 女子 夏スカート W69-59
KDCG0081 高田中学校 女子 夏スカート W69-59
KDCG0026 高田中学校 女子 夏スカート w69-62
KDCG0039 高田中学校 女子 夏スカート w69-62
KDCG0078 高田中学校 女子 夏スカート W72-49
KDCG0090 高田中学校 女子 夏スカート W72-59
KDCG0051 高田中学校 女子 夏セーラーブラウス 160A
KDCG0055 高田中学校 女子 夏セーラーブラウス M?
KDCG0056 高田中学校 女子 夏セーラーブラウス M?
KDCG0042 高田中学校 女子 夏セーラーブラウス サイズ不明

KDCG0025 高田中学校 女子 冬スカート 68?
KDCG0061 高田中学校 女子 冬スカート W66-54
KDCG0074 高田中学校 女子 冬スカート W69-60
KDCG0033 高田中学校 女子 冬スカート W69-63
KDCG0092 高田中学校 女子 冬スカート ｗ69-63
KDCG0093 高田中学校 女子 冬スカート ｗ72-62
KDCG0077 高田中学校 女子 冬スカート サイズ不明W60？-57
KDCB0070 高田中学校 男子 ブレザー 155A 前ボタンなし

KDCB0072 高田中学校 男子 ブレザー 160A
KDCB0049 高田中学校 男子 夏ズボン ｗ95
KDCB0048 高田中学校 男子 夏ズボン ｗ95
KDCB0071 高田中学校 男子 冬ズボン ｗ67 スソほつれ有

KDCB0060 高田中学校 男子 冬ズボン W70
KDCB0042 高田中学校 男子 冬ズボン W70
NG2U0004 長与第二中学校 区別無し ジャージ（上） S
NG2U0006 長与第二中学校 区別無し ジャージ（上） S
NG2U0003 長与第二中学校 区別無し 体操ズボン LL
NG2U0014 長与第二中学校 区別無し 体操服 M タタミ

NG2G0091 長与第二中学校 女子 ジャージ（上） S
NG2G0163 長与第二中学校 女子 ブレザー 160A
NG2G0095 長与第二中学校 女子 ブレザー 170A
NG2G0124 長与第二中学校 女子 ブレザー 170A
NG2G0151 長与第二中学校 女子 ブレザー 170A
NG2G0002 長与第二中学校 女子 ブレザー BM
NG2G0003 長与第二中学校 女子 ブレザー BM
NG2G0006 長与第二中学校 女子 ブレザー JM
NG2G0093 長与第二中学校 女子 ブレザー JM
NG2G0098 長与第二中学校 女子 ブレザー L
NG2G0009 長与第二中学校 女子 ブレザー LL
NG2G0004 長与第二中学校 女子 ブレザー M
NG2G0007 長与第二中学校 女子 ブレザー M
NG2G0008 長与第二中学校 女子 ブレザー M
NG2G0097 長与第二中学校 女子 ブレザー M
NG2G0105 長与第二中学校 女子 ブレザー M
NG2G0130 長与第二中学校 女子 ブレザー M？
NG2G0104 長与第二中学校 女子 ベスト 155A



NG2G0029 長与第二中学校 女子 ベスト 160A
NG2G0030 長与第二中学校 女子 ベスト 160A M
NG2G0031 長与第二中学校 女子 ベスト 160A S
NG2G0161 長与第二中学校 女子 ベスト 160A
NG2G0112 長与第二中学校 女子 ベスト 160A
NG2G0024 長与第二中学校 女子 ベスト 165A
NG2G0028 長与第二中学校 女子 ベスト 165A
NG2G0132 長与第二中学校 女子 ベスト 165A
NG2G0025 長与第二中学校 女子 ベスト 170A
NG2G0032 長与第二中学校 女子 ベスト 170A
NG2G0033 長与第二中学校 女子 ベスト 170A
NG2G0134 長与第二中学校 女子 ベスト BM
NG2G0011 長与第二中学校 女子 ベスト L
NG2G0012 長与第二中学校 女子 ベスト L
NG2G0131 長与第二中学校 女子 ベスト L
NG2G0143 長与第二中学校 女子 ベスト L
NG2G0013 長与第二中学校 女子 ベスト M
NG2G0014 長与第二中学校 女子 ベスト M
NG2G0015 長与第二中学校 女子 ベスト M
NG2G0016 長与第二中学校 女子 ベスト M
NG2G0017 長与第二中学校 女子 ベスト M
NG2G0018 長与第二中学校 女子 ベスト M
NG2G0019 長与第二中学校 女子 ベスト M
NG2G0020 長与第二中学校 女子 ベスト M
NG2G0026 長与第二中学校 女子 ベスト M
NG2G0027 長与第二中学校 女子 ベスト M
NG2G0035 長与第二中学校 女子 ベスト M
NG2G0021 長与第二中学校 女子 ベスト S
NG2G0022 長与第二中学校 女子 ベスト S
NG2G0034 長与第二中学校 女子 ベスト 不明

NG2G0158 長与第二中学校 女子 夏スカート 69-60
NG2G0049 長与第二中学校 女子 夏スカート W63
NG2G0050 長与第二中学校 女子 夏スカート W63
NG2G0058 長与第二中学校 女子 夏スカート W63
NG2G0142 長与第二中学校 女子 夏スカート W63-60
NG2G0048 長与第二中学校 女子 夏スカート W64
NG2G0039 長与第二中学校 女子 夏スカート W66
NG2G0046 長与第二中学校 女子 夏スカート W66-60
NG2G0057 長与第二中学校 女子 夏スカート W69-63
NG2G0052 長与第二中学校 女子 夏スカート W72-51
NG2G0053 長与第二中学校 女子 夏スカート W75
NG2G0109 長与第二中学校 女子 夏スカート ｗ75-54
NG2G0155 長与第二中学校 女子 夏スカート W75-66
NG2G0154 長与第二中学校 女子 夏スカート W78
NG2G0150 長与第二中学校 女子 夏スカート W78-57
NG2G0147 長与第二中学校 女子 夏スカート サイズ不明W66？
NG2G0080 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス 155A
NG2G0064 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス 160A タタミ

NG2G0065 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス 160A タタミ

NG2G0066 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス 160A タタミ

NG2G0149 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス L リボンなし

NG2G0069 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス M タタミ

NG2G0071 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス M タタミ

NG2G0075 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス M タタミ

NG2G0079 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス M
NG2G0081 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス M
NG2G0083 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス M
NG2G0084 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス M
NG2G0085 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス M
NG2G0088 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス M
NG2G0148 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス M リボンなし

NG2G0062 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス S
NG2G0063 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス S
NG2G0076 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス S タタミ

NG2G0077 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス S タタミ

NG2G0102 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス S
NG2G0103 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス S
NG2G0072 長与第二中学校 女子 夏セーラーブラウス サイズ不明 タタミ

NG2G0106 長与第二中学校 女子 冬スカート W60
NG2G0107 長与第二中学校 女子 冬スカート W60
NG2G0117 長与第二中学校 女子 冬スカート W60
NG2G0122 長与第二中学校 女子 冬スカート W70 ホックなし

NG2G0162 長与第二中学校 女子 冬スカート W72-57
NG2G0164 長与第二中学校 女子 冬スカート W72-60
NG2G0165 長与第二中学校 女子 冬スカート W72-63
NG2G0166 長与第二中学校 女子 冬スカート W72-66
NG2G0119 長与第二中学校 女子 冬ブラウス M
NG2G0120 長与第二中学校 女子 冬ブラウス M
NG2G0127 長与第二中学校 女子 冬ブラウス M
NG2G0135 長与第二中学校 女子 冬ブラウス M タタミ

NG2G0144 長与第二中学校 女子 冬ブラウス S
NG2G0145 長与第二中学校 女子 冬ブラウス S
NG2G0100 長与第二中学校 女子 冬ブラウス サイズ不明

NG2G0101 長与第二中学校 女子 冬ブラウス サイズ不明

NG2B0009 長与第二中学校 男子 夏シャツ 180A
NG2B0035 長与第二中学校 男子 夏シャツ L
NG2B0036 長与第二中学校 男子 夏シャツ L
NG2B0022 長与第二中学校 男子 夏シャツ LL
NG2B0004 長与第二中学校 男子 夏シャツ S タタミ　　シミあり

NG2B0027 長与第二中学校 男子 夏シャツ S シミあり

NG2B0028 長与第二中学校 男子 夏シャツ S シミあり

NG2B0037 長与第二中学校 男子 夏シャツ S シミあり

NG2B0005 長与第二中学校 男子 夏シャツ SS タタミ

NG2B0006 長与第二中学校 男子 夏シャツ SS タタミ

NG2B0007 長与第二中学校 男子 夏シャツ SS タタミ

NG2B0001 長与第二中学校 男子 夏ズボン W100
NG2B0021 長与第二中学校 男子 長袖シャツ １９０A
NG2B0040 長与第二中学校 男子 長袖シャツ サイズ不明 胸辺りに黄色のシミ有

NG2B0008 長与第二中学校 男子 冬シャツ 不明 タタミ

NGCU0006 長与中学校 区別無し カバン

NGCU0007 長与中学校 区別無し カバン

NGCU0008 長与中学校 区別無し カバン

NGCU0009 長与中学校 区別無し カバン

NGCU0012 長与中学校 区別無し カバン

NGCU0020 長与中学校 区別無し カバン

NGCU0014 長与中学校 区別無し ジャージ上 Ｌ 左袖口にキズあり



NGCU0017 長与中学校 区別無し 体操服上 SS
NGCU0019 長与中学校 区別無し 短パン Ｌ

NGCU0001 長与中学校 区別無し 補助バック

NGCU0002 長与中学校 区別無し 補助バック

NGCU0003 長与中学校 区別無し 補助バック

NGCU0004 長与中学校 区別無し 補助バック

NGCU0010 長与中学校 区別無し 補助バック

NGCU0011 長与中学校 区別無し 補助バック

NGCU0013 長与中学校 区別無し 補助バック

NGCU0021 長与中学校 区別無し 補助バック

NGCG0037 長与中学校 女子 夏スカート W60-54
NGCG0038 長与中学校 女子 夏スカート W66-57
NGCG0033 長与中学校 女子 夏スカート W72-57
NGCG0039 長与中学校 女子 夏スカート W72-63
NGCG0040 長与中学校 女子 夏スカート ｗ75-63
NGCG0002 長与中学校 女子 夏スカート ｗ90-63
NGCG0003 長与中学校 女子 夏スカート ｗ90-63
NGCG0014 長与中学校 女子 夏セーラーブラウス 150A
NGCG0015 長与中学校 女子 夏セーラーブラウス 150A
NGCG0034 長与中学校 女子 夏セーラーブラウス 160? リボンなし

NGCG0035 長与中学校 女子 夏セーラーブラウス 160？ リボンなし

NGCG0026 長与中学校 女子 冬セーラー 160A
NGCG0027 長与中学校 女子 冬セーラー 160A？
NGCB0023 長与中学校 男子 夏ズボン W70
NGCB0028 長与中学校 男子 夏ズボン W70
NGCB0029 長与中学校 男子 夏ズボン W70
NGCB0030 長与中学校 男子 夏ズボン W70
NGCB0042 長与中学校 男子 夏ズボン ｗ76
NGCB0020 長与中学校 男子 夏ズボン w85 ウェット洗い＋撥水加工

NGCB0036 長与中学校 男子 開襟シャツ １６０A
NGCB0044 長与中学校 男子 開襟シャツ 175A
NGCB0045 長与中学校 男子 開襟シャツ 175A
NGCB0046 長与中学校 男子 開襟シャツ 175A
NGCB0032 長与中学校 男子 開襟シャツ LL
NGCB0048 長与中学校 男子 長袖シャツ 175A
NGCB0049 長与中学校 男子 長袖シャツ 175A
NGCB0041 長与中学校 男子 冬ズボン ｗ67
NGCB0043 長与中学校 男子 冬ズボン ｗ76
TGCG0014 時津中学校 女子 ベスト サイズ不明 大きめ

TGCG0024 時津中学校 女子 夏スカート W54
TGCG0004 時津中学校 女子 夏スカート W85-65
TGCG0009 時津中学校 女子 夏セーラーブラウス М
TGCG0010 時津中学校 女子 夏セーラーブラウス М
TGCG0013 時津中学校 女子 夏セーラーブラウス М
TGCG0025 時津中学校 女子 冬スカート W54
TGCG0035 時津中学校 女子 冬スカート ｗ72
TGCG0040 時津中学校 女子 冬スカート W78
TGCB0001 時津中学校 男子 夏ズボン W88 刺繡ハガレ

IYCG0012 岩屋中学校 女子 夏スカート W66-57
IYCG0008 岩屋中学校 女子 夏スカート W69-57
IYCG0011 岩屋中学校 女子 夏スカート W69-57
IYCG0014 岩屋中学校 女子 夏ブラウス L しみあり

IYCG0015 岩屋中学校 女子 夏ブラウス L しみあり

IYCG0016 岩屋中学校 女子 夏ブラウス L しみあり

IYCG0013 岩屋中学校 女子 冬ジャケット 160A
IYCG0010 岩屋中学校 女子 冬スカート W69-57
IYCB0005 岩屋中学校 男子 体操服上 ３L タタミ

KKCG0007 琴海中学校 女子 中間セーラー １５０A タタミ

MECG0010 三重中学校 女子 ブレザー M
MECG0012 三重中学校 女子 冬スカート W６０～６６？ アジャスター付

MECG0013 三重中学校 女子 冬スカート W65
MECG0014 三重中学校 女子 冬スカート W65-60
MECG0008 三重中学校 女子 冬ブラウス 160A
KHCG0001 片渕中学校 女子 ブレザー 160A
KHCG0002 片渕中学校 女子 ブレザー 170A
KHCG0006 片渕中学校 女子 ベスト 160A
KHCG0007 片渕中学校 女子 ベスト 170A
KHCG0005 片渕中学校 女子 夏スカート W69-57
KHCG0003 片渕中学校 女子 冬スカート W66-60
KHCG0004 片渕中学校 女子 冬スカート W69-57
HNCG0007 東長崎中学校 女子 夏スカート w63-57
HNCG0016 東長崎中学校 女子 夏スカート W66
HNCG0005 東長崎中学校 女子 夏スカート w66-60
HNCG0006 東長崎中学校 女子 夏スカート w66-60
HNCG0013 東長崎中学校 女子 夏セーラー 165A
HNCG0014 東長崎中学校 女子 夏セーラー 165A
HNCG0001 東長崎中学校 女子 夏セーラー サイズ不明

HNCG0002 東長崎中学校 女子 夏セーラー サイズ不明

HNCG0003 東長崎中学校 女子 夏セーラー サイズ不明

HNCG0004 東長崎中学校 女子 夏セーラー サイズ不明

HNCG0008 東長崎中学校 女子 冬スカート w69-60
HNCG0012 東長崎中学校 女子 冬セーラー 165A
SBCG0009 桜馬場中学校 女子 ブレザー サイズ不明

SBCG0012 桜馬場中学校 女子 夏ブラウス １７０？ 前キズあり

SBCG0006 桜馬場中学校 女子 夏ブラウス 不明 ボタン1個「なし
SBCG0004 桜馬場中学校 女子 冬スカート W7２
SBCB0003 桜馬場中学校 男子 開襟シャツ Ⅼ
SBCB0002 桜馬場中学校 男子 開襟シャツ EL
SBCB0001 桜馬場中学校 男子 開襟シャツ L 黒い小さいシミ

YZCG0002 山里中学校 女子 夏スカート W80-60
NHCG0001 長崎東中学校 女子 夏ブラウス 165 タタミ

NHCB0003 長崎東中学校 男子 開襟シャツ LL たたみ

FZCG0059 長崎大学附属中学校 女子 夏スカート 11号
FZCG0033 長崎大学附属中学校 女子 夏スカート 11号-60
FZCG0045 長崎大学附属中学校 女子 夏スカート 11号-60
FZCG0046 長崎大学附属中学校 女子 夏スカート 13号-54
FZCG0036 長崎大学附属中学校 女子 夏スカート W57
FZCG0071 長崎大学附属中学校 女子 夏スカート W57-66
FZCG0016 長崎大学附属中学校 女子 夏スカート W58
FZCG0018 長崎大学附属中学校 女子 夏スカート W60
FZCG0019 長崎大学附属中学校 女子 夏スカート W60
FZCG0020 長崎大学附属中学校 女子 夏スカート W60
FZCG0021 長崎大学附属中学校 女子 夏スカート W60
FZCG0114 長崎大学附属中学校 女子 夏スカート ｗ60
FZCG0091 長崎大学附属中学校 女子 夏スカート W60-54
FZCG0104 長崎大学附属中学校 女子 夏スカート W60-54



FZCG0112 長崎大学附属中学校 女子 夏スカート ｗ63
FZCG0113 長崎大学附属中学校 女子 夏スカート ｗ63
FZCG0044 長崎大学附属中学校 女子 夏スカート W63-57
FZCG0107 長崎大学附属中学校 女子 夏スカート w66-60
FZCG0097 長崎大学附属中学校 女子 夏セーラー 150?
FZCG0098 長崎大学附属中学校 女子 夏セーラー 150?
FZCG0050 長崎大学附属中学校 女子 夏セーラー 155 シミあり

FZCG0080 長崎大学附属中学校 女子 夏セーラー サイズ不明小 リボンなし

FZCG0076 長崎大学附属中学校 女子 中間セーラー サイズ不明 リボンなし

FZCG0077 長崎大学附属中学校 女子 中間セーラー サイズ不明 リボンなし

FZCG0095 長崎大学附属中学校 女子 中間セーラー サイズ不明

FZCG0093 長崎大学附属中学校 女子 中間セーラーブラウス 150A
FZCG0041 長崎大学附属中学校 女子 中間セーラーブラウス 155
FZCG0099 長崎大学附属中学校 女子 中間セーラーブラウス 155
FZCG0002 長崎大学附属中学校 女子 中間セーラーブラウス 160
FZCG0004 長崎大学附属中学校 女子 中間セーラーブラウス 160A
FZCG0005 長崎大学附属中学校 女子 中間セーラーブラウス 160A
FZCG0006 長崎大学附属中学校 女子 中間セーラーブラウス 160A
FZCG0007 長崎大学附属中学校 女子 中間セーラーブラウス 160A
FZCG0008 長崎大学附属中学校 女子 中間セーラーブラウス 160A たたみ

FZCG0009 長崎大学附属中学校 女子 中間セーラーブラウス 160A たたみ

SHEG0001 標準服 女子 コート 140
SHEG0002 標準服 女子 コート L
SHEG0007 標準服 女子 コート L
SHEG0008 標準服 女子 コート M ポケット中破れ

SHEG0003 標準服 女子 革靴（ローファー） 24.0 黒色。学校で使用できるか店頭で確認してください。

SHEG0005 標準服 女子 長袖シャツ

SHEG0006 標準服 女子 長袖シャツ

SHEB0145 標準服 男子 夏ズボン W64
SHEB0153 標準服 男子 夏ズボン W67
SHEB0141 標準服 男子 夏ズボン W96
SHEB0154 標準服 男子 学ラン 155A ボタンなし

SHEB0146 標準服 男子 学ラン 165A
SHEB0150 標準服 男子 冬ズボン W70
SHEB0151 標準服 男子 冬ズボン W70
SHEB0138 標準服 男子 冬ズボン W85
HOHG0304 長崎北陽台高等学校 女子 コ－ト S
HOHG0153 長崎北陽台高等学校 女子 ジャージ下 M ペンあと有

HOHG0156 長崎北陽台高等学校 女子 ジャージ下 S
HOHG0157 長崎北陽台高等学校 女子 ジャージ下 S
HOHG0158 長崎北陽台高等学校 女子 ジャージ下 S
HOHG0159 長崎北陽台高等学校 女子 ジャージ下 S
HOHG0234 長崎北陽台高等学校 女子 ジャージ下 S
HOHG0235 長崎北陽台高等学校 女子 ジャージ下 S
HOHG0298 長崎北陽台高等学校 女子 ブレザー S
HOHG0211 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト 170A
HOHG0045 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト AM
HOHG0094 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト AM
HOHG0245 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト L？
HOHG0310 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト L？
HOHG0130 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト LL
HOHG0037 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト M
HOHG0041 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト M
HOHG0042 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト M
HOHG0044 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト M
HOHG0050 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト M
HOHG0100 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト M
HOHG0165 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト M
HOHG0253 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト M
HOHG0293 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト M
HOHG0033 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト M？
HOHG0043 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト M？
HOHG0052 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト M？
HOHG0053 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト M？
HOHG0074 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト M？
HOHG0144 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト M？
HOHG0213 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト M？
HOHG0236 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト M?
HOHG0145 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト M？L？
HOHG0035 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト S
HOHG0061 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト S
HOHG0299 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト S
HOHG0022 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト S？
HOHG0023 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト S？
HOHG0024 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト S？
HOHG0025 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト S？
HOHG0026 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト S？
HOHG0028 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト S？
HOHG0062 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト S？
HOHG0306 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト S？
HOHG0021 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明

HOHG0038 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明

HOHG0039 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明

HOHG0040 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明

HOHG0049 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明

HOHG0072 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明

HOHG0073 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明

HOHG0075 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明

HOHG0082 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明

HOHG0083 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明

HOHG0084 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明

HOHG0085 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明

HOHG0131 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明

HOHG0132 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明

HOHG0133 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明

HOHG0135 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明

HOHG0189 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明

HOHG0313 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明

HOHG0314 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明

HOHG0169 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明　M,L？
HOHG0063 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明「大」

HOHG0170 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明「大」

HOHG0267 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明M？
HOHG0268 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明M？
HOHG0269 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明M？
HOHG0270 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明M？



HOHG0289 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明M？
HOHG0263 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明S？
HOHG0264 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明S？
HOHG0265 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明S？
HOHG0266 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト サイズ不明S？
HOHG0006 長崎北陽台高等学校 女子 ベスト 不明

HOHG0003 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート W60？
HOHG0090 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート W60？
HOHG0166 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート W60？
HOHG0171 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート W60？
HOHG0172 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート W60？
HOHG0273 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート W60？ カギホックなし

HOHG0296 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート W60？
HOHG0278 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート ｗ６０～W63
HOHG0005 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート W64？
HOHG0059 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート W64？
HOHG0221 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート W64？
HOHG0239 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート W64？
HOHG0060 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート W64～丈５５
HOHG0302 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート W65
HOHG0054 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート ｗ６６

HOHG0055 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート ｗ６６

HOHG0280 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート ｗ６６？

HOHG0312 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート ｗ６６？

HOHG0260 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート W66-55
HOHG0180 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート ｗ66-56
HOHG0181 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート ｗ66-56
HOHG0004 長崎北陽台高等学校 女子 夏スカート サイズ不明

HOHG0148 長崎北陽台高等学校 女子 夏ブラウス サイズ不明S? タタミ

HOHG0227 長崎北陽台高等学校 女子 体操服上 L 旧デザイン(生地)
HOHG0241 長崎北陽台高等学校 女子 体操服上 L? 旧デザイン(生地)
HOHG0115 長崎北陽台高等学校 女子 短パン S タタミ

HOHG0116 長崎北陽台高等学校 女子 短パン S タタミ

HOHG0112 長崎北陽台高等学校 女子 短パン サイズ不明　M？ タタミ

HOHG0307 長崎北陽台高等学校 女子 長袖ブラウス 165 襟スレ有

HOHG0308 長崎北陽台高等学校 女子 長袖ブラウス 165
HOHG0294 長崎北陽台高等学校 女子 長袖ブラウス LL
HOHG0046 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート ｗ５８～ｗ６０

HOHG0281 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート ｗ５８～ｗ６０

HOHG0020 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート ｗ５８～W63
HOHG0012 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W60
HOHG0013 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W60
HOHG0016 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W60
HOHG0101 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W60
HOHG0173 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W60 H56
HOHG0174 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W60 H56
HOHG0014 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W60？
HOHG0086 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W60？
HOHG0193 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W60？
HOHG0222 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W60？
HOHG0274 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W60？ ホックなし

HOHG0276 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W60？
HOHG0283 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W60？
HOHG0315 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W60？ ホックなし

HOHG0105 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート ｗ６０～ｗ６３

HOHG0065 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート ｗ６０～丈６０

HOHG0286 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート ｗ６０～丈６０

HOHG0284 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W60-57？
HOHG0285 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W60-57？
HOHG0017 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート ｗ６１

HOHG0287 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W62？
HOHG0290 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W62？ ホックなし

HOHG0175 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W63 X59
HOHG0311 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W63？
HOHG0316 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W63？
HOHG0219 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W63-60
HOHG0292 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート W63-60
HOHG0300 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート ｗ64
HOHG0279 長崎北陽台高等学校 女子 冬スカート ｗ６４？

HOHB0084 長崎北陽台高等学校 男子 セーター S
HOHB0198 長崎北陽台高等学校 男子 夏ズボン W82
HOHB0163 長崎北陽台高等学校 男子 学ラン 160A
HOHB0136 長崎北陽台高等学校 男子 学ラン 165A
HOHB0177 長崎北陽台高等学校 男子 学ラン 165A
HOHB0186 長崎北陽台高等学校 男子 学ラン 170A
HOHB0193 長崎北陽台高等学校 男子 学ラン 175A
HOHB0189 長崎北陽台高等学校 男子 学ラン 185A
HOHB0181 長崎北陽台高等学校 男子 体操服上 2L タタミ 旧生地
HOHB0182 長崎北陽台高等学校 男子 体操服上 L タタミ　旧生地

HOHB0111 長崎北陽台高等学校 男子 体操服上 LL タタミ　旧生地

HOHB0191 長崎北陽台高等学校 男子 体操服上 LL タタミ　旧生地

HOHB0056 長崎北陽台高等学校 男子 短パン サイズ不明

HOHB0057 長崎北陽台高等学校 男子 短パン サイズ不明 S?
HOHB0183 長崎北陽台高等学校 男子 短パン サイズ不明 S? タタミ

HOHB0195 長崎北陽台高等学校 男子 冬ズボン W76
HOHB0196 長崎北陽台高等学校 男子 冬ズボン W76 裾スレあり

HOHB0148 長崎北陽台高等学校 男子 冬ズボン W79
HOHB0161 長崎北陽台高等学校 男子 冬ズボン ｗ79
HOHB0188 長崎北陽台高等学校 男子 冬ズボン w85
NHHU0002 長崎東高等学校 区別無し カバン

NHHU0003 長崎東高等学校 区別無し カバン

NHHU0006 長崎東高等学校 区別無し カバン

NHHU0007 長崎東高等学校 区別無し カバン

NHHG0100 長崎東高等学校 女子 ブレザー 165A
NHHG0118 長崎東高等学校 女子 ブレザー 165A
NHHG0090 長崎東高等学校 女子 ブレザー 170A
NHHG0111 長崎東高等学校 女子 ブレザー 170A
NHHG0029 長崎東高等学校 女子 ベスト １４５A
NHHG0008 長崎東高等学校 女子 ベスト １５０A
NHHG0028 長崎東高等学校 女子 ベスト １５５A
NHHG0044 長崎東高等学校 女子 ベスト １５５A
NHHG0045 長崎東高等学校 女子 ベスト １５５A
NHHG0064 長崎東高等学校 女子 ベスト １５５A
NHHG0065 長崎東高等学校 女子 ベスト １５５A
NHHG0128 長崎東高等学校 女子 ベスト １５５A
NHHG0116 長崎東高等学校 女子 ベスト 165A



NHHG0110 長崎東高等学校 女子 ベスト 170?
NHHG0091 長崎東高等学校 女子 ベスト 170A
NHHG0036 長崎東高等学校 女子 夏スカート W５７-５４
NHHG0035 長崎東高等学校 女子 夏スカート W５７-５７
NHHG0046 長崎東高等学校 女子 夏スカート W60
NHHG0067 長崎東高等学校 女子 夏スカート W60X57
NHHG0069 長崎東高等学校 女子 夏スカート W60X57
NHHG0019 長崎東高等学校 女子 夏スカート W６３
NHHG0047 長崎東高等学校 女子 夏スカート W６３
NHHG0042 長崎東高等学校 女子 夏スカート W６３X63
NHHG0114 長崎東高等学校 女子 夏スカート W66-63
NHHG0087 長崎東高等学校 女子 夏スカート W72-66
NHHG0089 長崎東高等学校 女子 夏スカート W75-60
NHHG0096 長崎東高等学校 女子 夏スカート 不明

NHHG0068 長崎東高等学校 女子 冬スカート W60X57
NHHG0129 長崎東高等学校 女子 冬スカート W６３-６０
NHHG0030 長崎東高等学校 女子 冬スカート W63-63
NHHG0050 長崎東高等学校 女子 冬スカート W６３X63
NHHG0115 長崎東高等学校 女子 冬スカート W66-63
NHHG0094 長崎東高等学校 女子 冬スカート W69-63
NHHG0108 長崎東高等学校 女子 冬スカート W72-62
NHHB0008 長崎東高等学校 男子 夏ズボン W92
NHHB0015 長崎東高等学校 男子 開襟シャツ L
NHHB0016 長崎東高等学校 男子 開襟シャツ L
NHHB0021 長崎東高等学校 男子 開襟シャツ L
NHHB0003 長崎東高等学校 男子 開襟シャツ L？
NHHB0022 長崎東高等学校 男子 学ラン 180A カラータイプカラーなし

NNHG0077 長崎西高等学校 女子 カーディガン M
NNHG0013 長崎西高等学校 女子 夏スカート W57
NNHG0006 長崎西高等学校 女子 夏スカート W60? ホックなし

NNHG0031 長崎西高等学校 女子 夏スカート W60-61
NNHG0078 長崎西高等学校 女子 夏スカート W63-60
NNHG0079 長崎西高等学校 女子 夏スカート W69-60
NNHG0028 長崎西高等学校 女子 夏スカート W72-54
NNHG0080 長崎西高等学校 女子 夏スカート W72-57
NNHG0074 長崎西高等学校 女子 冬スカート W63-60
NNHG0076 長崎西高等学校 女子 冬スカート w63-60
NNHG0058 長崎西高等学校 女子 冬スカート W66?
NNHG0073 長崎西高等学校 女子 冬スカート W69-60
NNHG0081 長崎西高等学校 女子 冬スカート W69-63
NNHG0034 長崎西高等学校 女子 冬スカート W72-54
NNHG0071 長崎西高等学校 女子 冬セーラー 160A
NNHB0029 長崎西高等学校 男子 開襟シャツ M タタミ　シミ有

NKHU0003 長崎北高等学校 区別無し カバン

NKHU0002 長崎北高等学校 区別無し ジャージ上 S タタミ

NKHU0007 長崎北高等学校 区別無し 短パン 4L タタミ

NKHU0010 長崎北高等学校 区別無し 短パン 4L タタミ

NKHG0068 長崎北高等学校 女子 ジャージ上 M タタミ

NKHG0060 長崎北高等学校 女子 ジャージ上 S タタミ

NKHG0139 長崎北高等学校 女子 セーター M タタミ

NKHG0047 長崎北高等学校 女子 セーター S タタミ

NKHG0109 長崎北高等学校 女子 セーター S タタミ

NKHG0033 長崎北高等学校 女子 ブレザー １５５？

NKHG0029 長崎北高等学校 女子 ブレザー 1５５A
NKHG0125 長崎北高等学校 女子 ブレザー 1５５A
NKHG0145 長崎北高等学校 女子 ブレザー 1５５A
NKHG0004 長崎北高等学校 女子 ブレザー １６０A
NKHG0104 長崎北高等学校 女子 ブレザー 160B
NKHG0165 長崎北高等学校 女子 ブレザー 165A
NKHG0083 長崎北高等学校 女子 ブレザー 170A
NKHG0152 長崎北高等学校 女子 ブレザー 170A
NKHG0001 長崎北高等学校 女子 ブレザー L
NKHG0002 長崎北高等学校 女子 ブレザー LL？
NKHG0003 長崎北高等学校 女子 ブレザー M？
NKHG0006 長崎北高等学校 女子 ブレザー 不明

NKHG0007 長崎北高等学校 女子 ブレザー 不明

NKHG0146 長崎北高等学校 女子 ブレザー 不明160？
NKHG0120 長崎北高等学校 女子 ブレザー 不明M?
NKHG0101 長崎北高等学校 女子 ベスト 155A
NKHG0126 長崎北高等学校 女子 ベスト 155A
NKHG0148 長崎北高等学校 女子 ベスト 155A
NKHG0112 長崎北高等学校 女子 ベスト １６０A
NKHG0113 長崎北高等学校 女子 ベスト １６０A
NKHG0102 長崎北高等学校 女子 ベスト 160B
NKHG0062 長崎北高等学校 女子 ベスト 165
NKHG0114 長崎北高等学校 女子 ベスト 165A
NKHG0129 長崎北高等学校 女子 ベスト 165A
NKHG0123 長崎北高等学校 女子 ベスト 165A?
NKHG0147 長崎北高等学校 女子 ベスト 170A
NKHG0150 長崎北高等学校 女子 ベスト 170A
NKHG0008 長崎北高等学校 女子 ベスト L
NKHG0009 長崎北高等学校 女子 ベスト M
NKHG0018 長崎北高等学校 女子 ベスト 不明

NKHG0156 長崎北高等学校 女子 夏スカート 11号－60
NKHG0010 長崎北高等学校 女子 夏スカート W56-60
NKHG0138 長崎北高等学校 女子 夏スカート W63-57
NKHG0136 長崎北高等学校 女子 夏スカート W63-63
NKHG0166 長崎北高等学校 女子 夏スカート W69X57?
NKHG0099 長崎北高等学校 女子 夏スカート 不明W60？
NKHG0012 長崎北高等学校 女子 夏ブラウス １５５

NKHG0164 長崎北高等学校 女子 夏ブラウス 155
NKHG0115 長崎北高等学校 女子 夏ブラウス １６０ シミ有

NKHG0041 長崎北高等学校 女子 夏ブラウス 170 タタミシミ有

NKHG0043 長崎北高等学校 女子 夏ブラウス 170 タタミシミ有

NKHG0121 長崎北高等学校 女子 夏ブラウス 不明M？
NKHG0122 長崎北高等学校 女子 夏ブラウス 不明M？ シミ有

NKHG0052 長崎北高等学校 女子 体操服 M タタミ　緑

NKHG0053 長崎北高等学校 女子 体操服 M タタミ　緑

NKHG0054 長崎北高等学校 女子 体操服 M タタミ　赤

NKHG0055 長崎北高等学校 女子 体操服 M タタミ　紺

NKHG0057 長崎北高等学校 女子 体操服 S タタミ

NKHG0058 長崎北高等学校 女子 体操服 S タタミ

NKHG0162 長崎北高等学校 女子 短パン M？ タタミ

NKHG0163 長崎北高等学校 女子 短パン M？ タタミ

NKHG0059 長崎北高等学校 女子 短パン S タタミ

NKHG0142 長崎北高等学校 女子 冬スカート W60？



NKHG0151 長崎北高等学校 女子 冬スカート W60？
NKHG0154 長崎北高等学校 女子 冬スカート W60？
NKHG0141 長崎北高等学校 女子 冬スカート W63？
NKHG0117 長崎北高等学校 女子 冬スカート W66？
NKHG0118 長崎北高等学校 女子 冬スカート W66？
NKHG0127 長崎北高等学校 女子 冬スカート W66-57
NKHG0144 長崎北高等学校 女子 冬スカート W66-60
NKHG0086 長崎北高等学校 女子 冬スカート W67
NKHG0073 長崎北高等学校 女子 冬スカート W69-57
NKHG0159 長崎北高等学校 女子 冬スカート W69-63
NKHB0003 長崎北高等学校 男子 体操服 3L タタミ　緑

NMHU0001 長崎南高等学校 区別無し カバン

NMHG0001 長崎南高等学校 女子 ブレザー S
NMHG0004 長崎南高等学校 女子 ベスト S
NMHG0002 長崎南高等学校 女子 ベスト サイズ不明

SHHG0116 長崎商業高校 女子 コート S
KOHG0035 長崎工業高校 女子 ネクタイ

KOHG0039 長崎工業高校 女子 ネクタイ

KOHG0024 長崎工業高校 女子 ベスト 160A マークオレンジ色

KOHG0028 長崎工業高校 女子 ベスト 160A
KOHG0034 長崎工業高校 女子 ベスト 170A マーク青

KOHG0026 長崎工業高校 女子 夏スカート W60-60
KOHG0038 長崎工業高校 女子 夏スカート W75-60
KOHB0024 長崎工業高校 男子 開襟シャツ EL 紺M
KOHB0025 長崎工業高校 男子 開襟シャツ EL 紺M
KOHB0001 長崎工業高校 男子 開襟シャツ L オレンジM
MSHU0002 長崎明成高校 区別無し カバン

MSHU0001 長崎明成高校 区別無し ネクタイ 赤、緑、紺ストライプ

KYHU0005 長崎鶴洋高校 区別無し セーター Ｌ 旧モデル？濃いグレー。性別不明

KYHU0002 長崎鶴洋高校 区別無し ベスト Ｌ 旧モデル？濃いグレー。性別不明

KYHU0003 長崎鶴洋高校 区別無し ベスト Ｌ 旧モデル？濃いグレー。性別不明

KYHU0004 長崎鶴洋高校 区別無し ベスト ＬＬ 旧モデル？濃いグレー。性別不明

SRHU0001 西陵高校 区別無し かばん

SRHG0004 西陵高校 女子 ニットベスト L たたみ

SRHG0006 西陵高校 女子 ブレザー １６０A
SRHG0009 西陵高校 女子 夏スカート W66?
SRHG0003 西陵高校 女子 夏スカート W69
SRHG0001 西陵高校 女子 夏スカート W75
SRHG0002 西陵高校 女子 夏スカート W75
SRHG0010 西陵高校 女子 夏ブラウス L
SRHG0007 西陵高校 女子 夏ブラウス M？
SRHG0008 西陵高校 女子 夏ブラウス M？
SRHG0005 西陵高校 女子 冬スカート W69
SNHG0001 西彼農業 女子 ベスト M
SNHB0010 西彼農業 男子 ネクタイ 紺、赤、緑ストライプ

SNHB0011 西彼農業 男子 ネクタイ 赤

SNHB0002 西彼農業 男子 ブレザー 175A
SNHB0001 西彼農業 男子 ブレザー LL
SNHB0007 西彼農業 男子 夏ズボン W73
SNHB0008 西彼農業 男子 夏ズボン W73
SNHB0003 西彼農業 男子 長袖シャツ 175A
SNHB0004 西彼農業 男子 長袖シャツ 175A
SNHB0009 西彼農業 男子 冬ズボン W73
SNHB0005 西彼農業 男子 半袖シャツ 175A
SNHB0006 西彼農業 男子 半袖シャツ 175A
SAKB0010 佐世保高専 男子 ネクタイ キズあり

SAKB0023 佐世保高専 男子 ブレザー 165A
SAKB0017 佐世保高専 男子 ブレザー 175A
SAKB0001 佐世保高専 男子 ブレザー １８５A
SAKB0024 佐世保高専 男子 夏ズボン W73
SAKB0014 佐世保高専 男子 開襟シャツ L
SAKB0015 佐世保高専 男子 開襟シャツ L
SAKB0016 佐世保高専 男子 開襟シャツ L
SAKB0004 佐世保高専 男子 開襟シャツ LL
SAKB0005 佐世保高専 男子 開襟シャツ LL
SAKB0009 佐世保高専 男子 開襟シャツ LL
SAKB0013 佐世保高専 男子 開襟シャツ LL
SAKB0021 佐世保高専 男子 開襟シャツ M 新品　　タタミ

SAKB0026 佐世保高専 男子 冬シャツ L
SAKB0027 佐世保高専 男子 冬シャツ L
SAKB0025 佐世保高専 男子 冬ズボン W70
SAHG0001 佐世保商業高校 女子 ベスト LR
SAHG0003 佐世保商業高校 女子 夏スカート W６０
SAHG0004 佐世保商業高校 女子 夏スカート W６６
SAHG0005 佐世保商業高校 女子 夏ブラウス S
SAHG0008 佐世保商業高校 女子 夏ブラウス S
SAHG0006 佐世保商業高校 女子 長袖ブラウス １６０

SAHG0002 佐世保商業高校 女子 冬スカート W５４X５９
NZHB0049 南山l高校 男子 ブレザー EL
NZHB0039 南山l高校 男子 ブレザー LL
NZHB0056 南山l高校 男子 ブレザー LL
NZHB0077 南山l高校 男子 長袖シャツ Ｌ？ 前、シミ有

KSHG0045 海星高校 女子 コート L
KSHG0060 海星高校 女子 コート LL
KSHG0026 海星高校 女子 コート M
KSHG0030 海星高校 女子 コート S
KSHG0062 海星高校 女子 セーター ＬＬ

KSHG0063 海星高校 女子 セーター ＬＬ

KSHG0053 海星高校 女子 セーター M？ 旧校章

KSHG0004 海星高校 女子 セーター S
KSHG0003 海星高校 女子 セーター SS？
KSHG0050 海星高校 女子 ブレザー 165A 袖口破れあり補正２５００円くらい

KSHG0058 海星高校 女子 ブレザー １７０A
KSHG0022 海星高校 女子 ベスト 155A
KSHG0059 海星高校 女子 ベスト １７０A
KSHG0036 海星高校 女子 ベスト S
KSHG0064 海星高校 女子 リボン 青茶白

KSHG0039 海星高校 女子 リボン 赤紺グレー

KSHG0065 海星高校 女子 リボン 赤紺グレー

KSHG0057 海星高校 女子 夏スカート W78-65
KSHG0061 海星高校 女子 夏スカート W78-65
KSHG0033 海星高校 女子 夏ブラウス BM 旧モデル

KSHG0034 海星高校 女子 夏ブラウス BM 旧モデル

KSHG0035 海星高校 女子 夏ブラウス BM 旧モデル

KSHG0027 海星高校 女子 夏ブラウス LL 旧モデル

KSHG0056 海星高校 女子 冬スカート W78-62



KSHB0029 海星高校 男子 ベルト

KSHB0008 海星高校 男子 開襟シャツ １９０ 旧シャツです

KSHB0005 海星高校 男子 開襟シャツ LL 旧シャツです

KSHB0009 海星高校 男子 開襟シャツ サイズ不明 旧シャツ

KSHB0013 海星高校 男子 開襟シャツ サイズ不明 旧シャツ

KSHB0015 海星高校 男子 開襟シャツ サイズ不明 旧シャツ

NDHG0031 日大高校 女子 ブレザー 160A
NDHG0032 日大高校 女子 ベスト 160A
NDHG0034 日大高校 女子 夏スカート ｗ６６－57
NDHG0015 日大高校 女子 夏スカート ｗ６６－６０

NDHG0030 日大高校 女子 夏スカート W69-57
NDHG0019 日大高校 女子 夏スカート ｗ78-57
NDHG0035 日大高校 女子 夏ブラウス 160 白

NDHG0036 日大高校 女子 夏ブラウス 160A 白

NDHG0003 日大高校 女子 夏ブラウス １６５？ ブルー

NDHG0014 日大高校 女子 夏ブラウス サイズ不明M？ ブルー

NDHG0037 日大高校 女子 長袖ブラウス 160A 白

NDHG0038 日大高校 女子 長袖ブラウス 160A 白

NDHG0033 日大高校 女子 冬スカート ｗ６６－57
NDHB0001 日大高校 男子 ネクタイ

NDHB0014 日大高校 男子 ネクタイ 赤

NDHB0015 日大高校 男子 ネクタイ 緑

NDHB0011 日大高校 男子 夏シャツ ４L？
NDHB0012 日大高校 男子 夏シャツ ４L？
NDHB0009 日大高校 男子 夏ズボン W120
NDHB0010 日大高校 男子 夏ズボン W120
NDHB0007 日大高校 男子 冬ズボン W120
NDHB0008 日大高校 男子 冬ズボン W120
JSHG0059 純心高校 女子 カバン

JSHG0071 純心高校 女子 ボレロ １７０A
JSHG0062 純心高校 女子 夏ジャンパースカート 13-93
JSHG0036 純心高校 女子 夏ジャンパースカート 13号（LL）くらい ベルトなし

JSHG0069 純心高校 女子 冬ジャンパースカート 11-92？ ベルトなし

JSHG0067 純心高校 女子 冬ジャンパースカート 11-99？ ベルトなし

KKHG0019 活水高校 女子 カバン

KKHG0020 活水高校 女子 カバン

SUHU0002 青雲学園 区別無し カバン えんじ色

SUHU0003 青雲学園 区別無し 補助バック 黒

SUHG0007 青雲学園 女子 体操服 L 旧デザイン　新入生不可

SUHG0005 青雲学園 女子 体操服 M 旧デザイン　新入生不可

SUHG0006 青雲学園 女子 体操服 M 旧デザイン　新入生不可

SUHG0008 青雲学園 女子 短パン M？ 旧モデル

SUHG0009 青雲学園 女子 短パン M？ 旧モデル

SUHG0010 青雲学園 女子 短パン M？
SUHG0011 青雲学園 女子 短パン M？
SUHG0012 青雲学園 女子 短パン 不明

SUHG0013 青雲学園 女子 短パン 不明

SUHB0020 青雲学園 男子 ジャージ上 LL？ タタミ

SUHB0001 青雲学園 男子 室内用夏ズボン W85
SUHB0003 青雲学園 男子 室内用冬ズボン W8４
SUHB0029 青雲学園 男子 上着（学ラン） 160A
SUHB0028 青雲学園 男子 上着（学ラン） 180B
SUHB0009 青雲学園 男子 短パン ４L
SUHB0017 青雲学園 男子 短パン LL？ タタミ

SUHB0027 青雲学園 男子 長袖シャツ 180？ 後ろシミ有

SUHB0026 青雲学園 男子 長袖シャツ 不明

GYHG0001 玉成高校 女子 ブレザー １５号

GYHG0012 玉成高校 女子 夏スカート W95－56
GYHG0002 玉成高校 女子 冬スカート W63
GYHG0010 玉成高校 女子 冬スカート W78X56
GYHG0005 玉成高校 女子 冬ブラウス １５B
GYHB0008 玉成高校 男子 夏シャツ Ｌ シミ有

GYHB0007 玉成高校 男子 冬ズボン W79 裾スレ有

NJHG0020 長崎女子高校 女子 コート M
NJHG0019 長崎女子高校 女子 コート S
SSHU0011 創成館 区別無し セーター M クリーム色、タタミ

SSHU0004 創成館 区別無し ネクタイ ブルー　ストライプ

SSHU0005 創成館 区別無し ネクタイ 紺

SSHU0006 創成館 区別無し ネクタイ 紺Xピンクストライプ
SSHU0008 創成館 区別無し ネクタイ 紺Xピンクストライプ
SSHU0007 創成館 区別無し 紺 リボン

SSHU0002 創成館 区別無し 体操服 S
SSHG0009 創成館 女子 夏ブラウス 9号
SSHG0010 創成館 女子 夏ブラウス 9号
SSHB0006 創成館 男子 ブレザー １７０A 旧モデル

SSHB0011 創成館 男子 ベスト M 旧モデル

SSHB0007 創成館 男子 夏シャツ １７０A 旧モデル

SSHB0008 創成館 男子 夏シャツ １７０A 襟に少しシミ有旧モデル

SSHB0005 創成館 男子 夏ズボン W７３ 旧モデル

SSHB0009 創成館 男子 冬シャツ １７０A 旧モデル

SSHB0010 創成館 男子 冬シャツ １７０A 旧モデル

SSHB0001 創成館 男子 冬ズボン W73 旧モデル

SSHB0004 創成館 男子 冬ズボン W７３ 黒旧モデル

SSHB0014 創成館 男子 冬ズボン W79 旧モデル

SSHB0003 創成館 男子 冬ズボン W８５ 旧モデル

SSHB0002 創成館 男子 冬ズボン W８６ チェック

KHHB0018 瓊浦高校 男子 夏ズボン W79
KHHB0003 瓊浦高校 男子 学生服上 １７０A
KHHB0020 瓊浦高校 男子 学生服上 175A
KHHB0004 瓊浦高校 男子 長袖シャツ サイズ不明S？
NZSB0005 南山小学校 男子 ジャージ下 サイズ不明 タタミ

NZSB0001 南山小学校 男子 冬ズボン 110 タタミ

SDSU0002 精道小学校 区別無し ジャージ下 M
SDSU0001 精道小学校 区別無し ジャージ上 M
SDSG0014 精道小学校 女子 夏帽子 サイズ不明 白

SDSG0003 精道小学校 女子 体操服上 サイズ不明

AYYU0015 あやめ幼稚園 区別無し カバン

AYYU0016 あやめ幼稚園 区別無し カバン

AYYU0017 あやめ幼稚園 区別無し カバン

AYYU0013 あやめ幼稚園 区別無し ジャージ上 110 タタミ

AYYU0011 あやめ幼稚園 区別無し ハイソックス サイズ不明 タタミ

AYYU0012 あやめ幼稚園 区別無し ハイソックス サイズ不明 タタミ

AYYU0018 あやめ幼稚園 区別無し リュック

AYYU0019 あやめ幼稚園 区別無し リュック

AYYU0024 あやめ幼稚園 区別無し 夏ブラウス Ⅼ
AYYU0007 あやめ幼稚園 区別無し 夏ブラウス サイズ不明　M？



AYYU0008 あやめ幼稚園 区別無し 夏ブラウス サイズ不明　M？
AYYU0021 あやめ幼稚園 区別無し 夏帽子 L
AYYU0014 あやめ幼稚園 区別無し 短パン 120 タタミ

AYYU0025 あやめ幼稚園 区別無し 長袖シャツ 120
AYYU0004 あやめ幼稚園 区別無し 冬ブレザー 110
AYYU0001 あやめ幼稚園 区別無し 冬ブレザー 120
AYYU0002 あやめ幼稚園 区別無し 冬ブレザー 120
AYYU0003 あやめ幼稚園 区別無し 冬ブレザー 120
AYYU0005 あやめ幼稚園 区別無し 冬ブレザー 130
AYYU0006 あやめ幼稚園 区別無し 冬ブレザー M
AYYU0020 あやめ幼稚園 区別無し 冬ブレザー S
AYYU0009 あやめ幼稚園 区別無し 冬帽子 L
AYYU0026 あやめ幼稚園 区別無し 冬帽子 L
AYYU0010 あやめ幼稚園 区別無し 冬帽子 M
AYYG0005 あやめ幼稚園 女子 夏ジャンパースカート 120
AYYG0006 あやめ幼稚園 女子 夏ジャンパースカート 120
AYYG0007 あやめ幼稚園 女子 夏ジャンパースカート 130
AYYG0001 あやめ幼稚園 女子 冬ジャンパースカート 120
AYYG0002 あやめ幼稚園 女子 冬ジャンパースカート 120
AYYG0003 あやめ幼稚園 女子 冬ジャンパースカート 120
AYYG0008 あやめ幼稚園 女子 冬ジャンパースカート 120 L
AYYG0004 あやめ幼稚園 女子 冬ジャンパースカート LL
AYYB0006 あやめ幼稚園 男子 夏ズボン 110
AYYB0007 あやめ幼稚園 男子 夏ズボン 130？
AYYB0005 あやめ幼稚園 男子 夏ズボン 140
AYYB0002 あやめ幼稚園 男子 長袖シャツ 110
AYYB0003 あやめ幼稚園 男子 冬ズボン 110
AYYB0004 あやめ幼稚園 男子 冬ズボン 120
AYYB0010 あやめ幼稚園 男子 冬ズボン L
AYYB0008 あやめ幼稚園 男子 冬ズボン LL 130
AYYB0009 あやめ幼稚園 男子 冬ズボン M 120
TGYU0003 とぎつ幼稚園 区別無し ジャケット 120 赤ラインあり

TGYU0001 とぎつ幼稚園 区別無し 夏帽子 LL
TGYB0003 とぎつ幼稚園 男子 ブレザー 130 赤ラインあり

TGYB0002 とぎつ幼稚園 男子 冬ズボン 120
KRYU0001 くるみ幼稚園 区別無し 冬セーラー 120
FYYU0003 附属幼稚園 区別無し 夏帽子 M 白

FYYU0004 附属幼稚園 区別無し 夏帽子 M 白

FYYU0005 附属幼稚園 区別無し 夏帽子 S 白

FYYG0002 附属幼稚園 女子 冬ぼうし L 青　小学校共用

FYYG0001 附属幼稚園 女子 冬ぼうし M 青　小学校共用

FYYG0004 附属幼稚園 女子 冬ぼうし M 赤　小学校共用

FYYG0005 附属幼稚園 女子 冬ぼうし M
JSYG0007 純心幼稚園 女子 夏スカート 110
JSYG0004 純心幼稚園 女子 冬ブラウス 110 タタミ

JSYG0003 純心幼稚園 女子 冬ブラウス 120 タタミ

JSYG0005 純心幼稚園 女子 冬ブラウス サイズ不明 タタミ

UNKG0014 不明 女子 コート ＬＬ

UNKG0011 不明 女子 コート S
UNKG0012 不明 女子 夏スカート W69-57
UNKG0015 不明 女子 夏スカート W69-65
UNKG0009 不明 女子 長袖シャツ LL
UNKG0010 不明 女子 長袖シャツ LL
UNKG0013 不明 女子 冬スカート W72-60 紺・タスキ付

UNKB0001 不明 男子 開襟シャツ Ⅼ 前ポケット2個
UNKB0002 不明 男子 開襟シャツ Ⅼ 前ポケット2個
UNKB0003 不明 男子 開襟シャツ Ⅼ 前ポケット2個
UNKB0004 不明 男子 開襟シャツ Ⅼ 前ポケット2個
UNKB0005 不明 男子 開襟シャツ Ⅼ 前ポケット2個


