
令和２年　２月 吉日 
 
各　位 

クアラルンプール日本人学校 
PTA会長　木村　真希 

業者販売のお知らせ 
 

保護者の皆様には御清栄のこととお喜び申し上げます。 
　さて、入学入園説明会、始業式、入学入園式、の業者販売について、次のとおりご案内いたします。 
学用品・文具に関しましては、通常の販売より10％割引（NBC社の商品）となっておりますので、 
新年度の準備に是非ご利用ください。 
 
【　　販売日時　　】　①　２月２１日(金)　小学部入学説明会・幼稚部入園説明会 
　　　　　　　　　　　販売時間：　１３:００～１６：３０ 
　　　　　　　　　　　②　４月１４日(火)　始業式・編入生保護者説明会　　(予定) 
　　　　　　　　　　　販売時間：　    ９:３０～１１：３０(※紀伊国屋書店による販売はありません) 
　　　　　　　　　　　③　４月１５日(水)　小中学部入学式・幼稚部入園式　(予定) 
　　　　　　　　　　　販売時間：　　 ９:００～１２：３０ 
 
【販売内容・業者】　　・学用品、文具(NBC社) 
　　　　　　　　　　　・書籍、算数セット、たんけんバッグ(紀伊国屋書店) 
　　　　　　　　　　　・体操服、スクールポロシャツ、ビニール製上靴、水着(AEON) 
　　　　　　　　　　　　※イオン販売によるサイズ表・水着の型は、学校HP【PTAお役立ち情報】からご覧　
　　　　　　　　　　　　　　になれます。 
【　新１年生をお持ちの保護者の皆様へ　】 
　２月２１日(金)　入学説明会当日に以下の書類をお渡しします。 
　①１年生入学当初に必要なものリスト 
　②ご予約承り書　※説明会当日に、ご予約書受け取り・提出となりますのでご了承ください。 
《 お知らせ及び注意事項 》 
　・上記①②は、学校ＨＰ【ＰＴＡお役立ち情報】にて公開致しますのでご確認ください。 
　　※②については、2/21配布するご予約承り書の内容リスト・価格をご覧いただけます。 
       ( 新１年生で、本校に在籍がなく入学予定のお知り合いがいましたら、お声がけお願いいたします。) 
　・説明会当日(2/21)にご予約承り書を提出いただければ４/１５㈬に受け取りができます。 
　　受け取りの際は、現金でお支払いをお願いいたします。(カード払い不可) 
　　※当日お配りするご予約承り書には、《QTY》《AMOUNT》欄のみご記入ください。 
　・JSKL幼稚園年長児には、PTAからの卒園記念品として赤青鉛筆、自由帳、連絡帳、縄跳びが贈ら
　　れます。 
　・販売数量に限りがありますので、なるべく予約されることをお勧めします。
　・予約商品のキャンセルはご遠慮ください。(※急な本帰国、海外へ異動の 
　　場合はこちらへご連絡ください。pta.deputyp1@jskl.edu.my) 
　・一部の文具価格は、変更の可能性もございますのでご了承ください。 

【　幼・小・中学部を対象とした物品のご連絡　】 
　★算数セット 　　 約RM140前後  
　★たんけんバッグ  約RM50前後　 ( 画板に袋がついたもの) 
　※・予約販売はおこなっておりません。 
　　・上記２点は入学・入園説明会(２/21)入学・入園式(４/15)でのみ、紀伊国屋書店で販売となります。 
　　・価格は変更となる場合がありますので、目安としてご利用ください。 
　☆<年長～> ヤマハピア二カ　鍵盤ハーモニカ RM280(P‐32D青色) 
　☆<小３～> 書道セット  RM216 (AKASHIYA　AF36T赤・青色)※変更後の商品番号です。 
　☆<小３～> ソプラノリコーダー RM16(YRS-23)　☆<小４～> 彫刻刀5本組 RM54(GINCHO CTY-5F) 
　☆<小５～> 裁縫セットRM280(新学社CLOVER＆OTHERS) 
　☆<中１ ～> ヤマハアルトリコーダー RM83(YRA‐28) 
　※　いずれも数量に限りがあります。また、☆印は表示価格より１０%割引となります。 

次回の販売予定　令和２年度ペスタスバン開催日　 



　 
  小学部入学説明会(2月21日㈮)にて、学用品業者販売が行われます。 
  NBC社の商品はご予約ができますが、ご予約承り書は当日配布・回収とな
りますので、事前にご予約できるリスト・価格をご案内しております。 
  ご購入予約の参考としてご利用ください。 
 
※・新１年生をお持ちの保護者様対象となります。 
　・一部の文具価格・商品番号は、今後変更の可能性もございます

　　ので、目安としてご利用いただければと思います。 
　・＄表記＝MYRとなります。 
  ・下記価格より１０％OFFとなります。 
　・商品お引渡し日は、令和2年度始業式・入学式当日となります。 
　・詳しくは、業者販売のお知らせレター(２月１０日配布予定)を 
　　ご覧ください。 
(本校にお子様の在籍がなく、新１年生をお持ちの保護者様には２月２１日㈮配布いたします。) 

 
 

 
【NBC社ご予約承り書リスト】※注文書ではありません。 

 
１  お道具箱multi-purpose box  

 　クツワ BX006-BL(H320XW240XD60mm) (青)blue $ 51.00  
 　クツワ BX006-PK(H320XW240XD60mm) (ピンク)pink $ 51.00 

２ なわとびskipping ropeGincho ビニール製 NW-BN pink・blue $ 7.20 

３ ぞうきん clothクツワ (KR005-1 pcs) White $ 7.20 

４  赤白帽 red/white cap  クツワ KR-001 Red & White $ 34.80  

５ 粘土板 clay board  クツワ PT651BL (青)blue・PK (ピンク)pink  $ 24.00  

６ カスタネットcastanets 　Gincho WC-NF $ 16.80  

７ マイネーム サクラ name marker YKT#49(ツイン) 黒   油性 1本  $ 9.00  

８ かきかたペン water based markers  
サクラ FK-2SM水性 細中2本セット黒 $ 12.00  

９ 2B鉛筆(1ダース)  pencil 　トンボ ( もちかた3角)KE-EY02 2B $ 36.00  
　　　　　　　　　　　　トンボ (もちかた6角 KE-KY02 2B $ 36.00  

１０ モノ消しゴム eraser 　トンボ PE-03A $ 4.80 

 
 
１ 



 
１１ 赤鉛筆 (2本セット)  red color pencil set 

クツワ 赤鉛筆 RF004   (削り/キャップ付き) $ 7.20 

１２  赤+青鉛筆(2本セット) red+blue color pencil トンボ BCA-261 $ 7.20  

１３  B5下敷きunderboard クツワ VS001　 透明 $ 7.20  

１４ 学童はさみscissors 　レイメイ SHM407 A (青)blue  $ 24.00  
　　　　　　　　　レイメイ SHM407 P(ピンク)pink $ 24.00  

１５ スティックのり glue (solid)トンボ PT-TP $ 7.20  

１６  セロテープ(12mm)  tape with cutter 
ニチバン CT-12DRB (青)blue $ 10.20  
ニチバン CT-12DRO (オレンジ) orange $ 10.20 

１７ 色鉛筆(トンボ缶入り)color pencil 12 sets トンボ CB-NQ12C 12色 $ 48.00  

１８  クレヨン clayon 12 colors 　サクラLY12R 12色太巻き12色セット  $ 27.00 

１９ 水彩絵の具セット water color set KURETAKE KG412-1  ピンク $ 210.00  
　　　　　　　　　　　　　　　KURETAKE KG412-2　ブルー $ 210.00  

２０ 書道セット(3年生～)  shodo-set 　　AKASHIYA　AF 36T-RD (赤)red $ 
216.00 
　　　　　　　　　　　　　　　AKASHIYA　AF 36T-BL (青)black $ 216.00 

２１ 裁縫セット(5年生～)sewing set  新学社 CLOVER &OTHERS $ 280.00  

２２ 彫刻刀(4年生～) curving knifeGINCHO CTY-5F 5本組 $ 54.00  

２３ ヤマハ アルトリコーダー(中１)alto recorder  YRA-28 $ 83.00  

２４ ヤマハ ソプラノリコーダー (小３)soprano recorder　YRS-23 $ 16.00  

２５ ヤマハ ピアニカ 鍵盤ハーモニカpianica 　　Ｐ-32D(青)blue $ 280.00  

２６  アキレス上履き 　VHR3200  $ 85.00  
(17cm,18cm,19cm,20cm,21cm,21.5cm,22cm,22.5cm,23cm,23.5cm,24cm 
24.5cm)  
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