
入学されるみなさまへ 

東海大学付属浦安高等学校中等部

この資料は「東海大学付属浦安高等学校中等部（以下本校）」の２０２２年度推薦入

学試験に合格され、入学手続きを完了された方を対象として、入学までの流れをご説明

したものです。 

【入学手続きの確認】 

・入学手続きは、入学金決済専用サイトでご対応ください。

（入学金決済サイトへは合格発表の画面からお進みください） 

・入学手続きの期間は、１２月２日(木)１１時～５日(日)です。

・上記期間内に手続きが完了しない受験生は、入学の意志が無いものとし、入学資格

を取り消します。

・一旦払込みされた納付金は返金できません。あらかじめご了承ください。

・入学手続き状況は入学金決済専用サイトのマイページで確認することができま

す。

【入学許可書・入学関係書類】 

「入学許可書」および入学関係書類は、レターパックで郵送します。発送は１２月８日

(水)を予定しています。 

【制服採寸・iPad購入申込】 

２月１９日（土）に実施します。無断で欠席しないようお願い申し上げます。 

集合時間等の詳細は、ミライコンパスにご登録されているメールにてお知らせいたしま

す。 

【入学ガイダンス】 

入学ガイダンスは動画配信します。入学の手引き、提出書類等の詳細を説明いたしま

す。動画配信については、２月１９日（土）来校時にお知らせいたします。 



 

制服採寸・iPad購入申込 について 

 

１．日 時   ２月１９日(土)  ９時００分開始 

集合時間等の詳細は、ミライコンパスにご登録されているメールにてお知らせいたし

ます。 
 

 

２．場 所   本校体育館第一アリーナ 
 

 

３．対 象   本人と保護者 
 

 

４．持参物   受験票 

（マスク着用でお願いします） 
 

 

５．配付書類 
 

受付にて、受験票で本人確認のうえ、書類を配付します。 
 

当日は副教材の配付も行います。代金は、入学後に学年諸費に含めて口座引き落とし

いたします。 
 

 

６．制服採寸 
 

    受付にて書類配付の後、制服採寸となります。尚、制服は３月中旬にご指定の送付先

にお届けします。また、制服代金は宅配時着払いになります。 
 

 

７. iPad購入申込 

  購入申込書またはオンラインでの購入申込になります。 

支払いは銀行振込またはクレジットカードです。クレジットカード決済をご希望の方 

  は当日お手続きをお願いします。 
 

 

８. 注意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。 

＜お問い合わせ先＞ 

東海大学付属浦安高等学校中等部 

           電話  ０４７－３５１－２３７１（代表） 

 本校では駐車場の用意がありませんので、ご来校の際は、公共交通機関をご利用くだ

さい。近隣道路や近隣商業施設（スーパーヤオコー様、アクロスプラザ様等）への駐車

により、苦情が多数寄せられております。近隣への駐車は固くお断りいたします。 



制服等指定品一覧

中等部の制服・体育着等学校指定品につきましては、下記のとおりとなります。

 

◎必ずご購入いただく商品 ※任意でご購入いただける商品

男子価格（円） 女子価格（円） 男子価格（円） 女子価格（円）

◎ ブレザー 24,200 22,000 ◎ 通学鞄 10,134 10,134

◎ 冬スラックス 12,650 ※ サブバック 3,300 3,300

◎ 夏スラックス 11,550 ◎ トレーニングシャツ 6,105 6,105

◎ 冬スカート 13,200 ※ トレーニングパンツ 4,950 4,950

◎ 夏スカート 12,650 ◎ 半袖 Ｔ シャツ 3,300 3,300

※ 冬スラックス （※１） 12,650 ◎ ハーフパンツ 3,960 3,960

※ 夏スラックス　（※１） 11,550 ◎ 水着 2,530 3,740

（長袖） 4,950 4,950 ◎ スイムキャップ 605 605

（半袖） 4,950 4,950 ◎ 上履兼体育館履 4,730 4,730

※ 4,950 ◎ グランドシューズ 5,900 5,900

※ 半袖ブラウス （ピンク） 4,950

※ 半袖ポロシャツ （紺） 4,950 4,950
本校売店取扱品

◎ 2,365 男子価格（円） 女子価格（円）

◎ ベルト 2,640 ソックス（白） 638

◎ 正装リボン 2,530 ソックス（白） 　[３足パック] 1,834

※ サブリボン 1,650 　　冬ハイソックス（グレー） [３足パック] 2,445

◎ 冬ハイソックスグレー） 858 　　夏ソックス（紺）　 　　[３足パック] 2,138

◎ 夏ソックス（紺） 748 　　通学靴（ローファー） 8,000 7,150

※ ニットセーター （白ライン） 6,270 　　ダッフルコート（紺） 20,350 20,350

（ピンク

ライン）
6,270 　　Ｐコート（紺） 18,040 18,040

※ 5,720 （税込価格）

（冬） 14,300

（夏） 13,750

（税込価格）

　制服・体育着等の取扱店 〈株式会社東京富士サービス〉

　東海大学付属浦安高等学校・中等部売店　売店直通電話 047-355-7088

　制服・体育着に関する問い合わせ

※ キュロットスカート

項　目 品　　名 項　目 品　　名

制

服

他

◎

　（平日の１０：００～１７：００）

ニットベスト

体

育

着

他

品　　名ネクタイ

ワイシャツ・ブラウス

（白）

半袖ワイシャツ　　 （サックス）

　(※１)　スラックス正装着用可



[ 注意 ] ・iPadの各種設定作業後、配付を5月上旬頃に予定しています。
・お申込み後の返品･交換は対応しかねますので、お間違えのないよう再度ご確認下さい。

プラン 商 品 金額（税込） 申込（〇記入）

A iPad Wi-Fi 64GB シルバー 36,800 円

B
iPad 本体 + 電子辞書アプリ Brain+ 基礎学習パック

10コンテンツ（英語・国語） 43,950円

C
iPad 本体 + 電子辞書アプリ Brain+ 総合学習パック

31コンテンツ（英語・国語他） 50,000円

[ 必須・本体セットプラン価格表 ] 辞書アプリと合わせて下記のプランA・B・Cの3つの中から必ず「１つ」お選びください。

[ 任意・学校推奨品オプション 価格表 ]

プラン 商 品 金額（税込） 申込（〇記入）

① 延長保証サービス まもる君 Flat 3年保証上限5万円 10,200円

② タッチペン P-TPACSTAP01GY 4,500円

2022年度東海大学付属浦安高等学校中等部

iPad 購入申込書 (仮) （2022年度ICT教育関連費用）

[申込・支払方法 ] 3つの中から必ず「１つ」お選びください。
①Webから申込後、銀行振込。
銀行振込 期 間 ： 2022年 2月上旬～ 2022年 2月28日（月）

振込先 ： 三菱UFJ銀行 新宿西支店 普通口座 0804429 トウカイキョウイクサンギヨウ（カ
※お振込の場合は、ご依頼人に必ず「受験番号、生徒名」の順にて 入力もしくは記載をお願いいたします。
受験番号にて入金確認を行います。記載間違いがないようお願い致します。
お振込は、金融機関窓口・ATM機・ネットバンキングでお申込みください。
その際の手数料はお客様にてご負担をお願い致します。

②Webから申込後、登校日の2022年2月19日にクレジット決済。
JCB・VISA・MASTERがご利用になれます。当日、決済をいたしますので忘れずにお持ちください。

③登校日に「iPad 購入申込書」記載・申し込み後、当日クレジット決済もしくは後日銀行振込。

※登校日受付は混雑が予想されます。スムーズな受付のため、Webからの事前申込を推奨いたします。

[申込場所 ] オンラインまたは東海大学付浦安高等学校中等部内（2月19日）

※オンライン申込については２月上旬開始を予定しています。オンライン申込の準備ができ次第、
学校よりミライコンパスに登録のメールアドレスにお知らせいたします。

[  商品に関する問い合わせ ]
下記の電話番号もしくはメールアドレスにご連絡ください。
東海教育産業株式会社 東京営業所 宛
メールアドレス：support_tokyo@tokai-eic.com TEL：03-3469-2171

※メールでのお問い合わせの際には、学校名・お名前・連絡先・お問合せ内容をお知らせください。弊社、営業日は平日9時から17時となります。
土曜日・日曜日は営業期間外のため、ご回答が遅れる場合がございます。月曜日以降順次ご対応させていただきますので何卒よろしくお願い
申し上げます。

※iPad・オプションの販売につきましては、学校より委託を受け東海教育産業株式会社が運営しております。

[ 商品の仕様について ]
iPadオプションの仕様については右のQRコードより確認をお願いいたします。
※東海大学付属浦安高等学校・中等部HPの「入学されるみなさまへ」からも
ご覧いただけるリンクを用意しています。

mailto:support_tokyo@tokai-eic.com



