
左袖に刺しゅうによる名入れ可能
名入れ料金／￥1,000（税込）

 Tシャツ ￥1,700（税込）
  素 材 ：綿 100％
  カラー ：ホワイト、ネイビー
  サイズ ：S・M・L・LL

２

※送信面をお間違えのないようにご注意ください。

（注）お申込み後、５日間が過ぎて入金の確認ができない場合はキャンセル扱いとなります。

関大オリジナルグッズ申込書

FAX 06-6368-7558

キャンパスの思い出を輝かせる
K.U.オリジナルグッズをご紹介します。
伝統と気品にあふれた品々をお手元に。
贈り物や記念品にも最適です。

男女・年齢関係無く、着用いただけるベーシックなキャップです

 キャップ ￥2,900（税込）
  素 材 ：綿 100％
  カラー ：ホワイト、ネイビー
  サイズ ：フリー

３
男女・年齢関係無く着用いただけます

 スウェットパンツ ￥3,980（税込）
  素 材 ：綿 60％・ポリエステル 40％
  カラー ：グレー杢
  サイズ ：S・M・L・LL

４

左袖に刺しゅうによる名入れ可能
名入れ料金／￥1,000（税込）

 ポロシャツ ￥2,300（税込）
  素 材 ：綿 65％・ポリエステル 35％
  カラー ：ホワイト、ネイビー
  サイズ ：S・M・L・LL

１

○ 送料
 1回のお申し込みにつき全国一律￥1,000（税込）です。
○ 商品代金のお支払い
 ご注文を頂き次第、確認のために合計金額を連絡させ
 て頂きます。郵便局または銀行にてお支払い下さい。
＜振込先＞
 郵便局 口座番号：00990-5-147507
  関西大学生活協同組合理事長 柴橋圭介
 銀　行 三菱UFJ銀行 淡路支店 普通3512538
  関西大学生活協同組合
 （振込手数料はお客様負担となりますのでご了承下さい。）
■ 商品の発送
 商品代金が振り込まれ次第、宅配便にて発送いたします。

　　

ご注文日： 月 　日

配達ご希望日： 月 日／時間帯

配達ご希望日： 月 日／時間帯

■お申込者情報

 連絡先

☎（携帯） ー ー

 f a x

フリガナ

お名前（お申込者）

ご住所
〒

 連絡先

☎（携帯） ー ー

 f a x

フリガナ

お名前（お申込者）

ご住所
〒

■配達先情報 ※お申込者と同じ場合はご記入不要です

■お申込商品明細

記入例

①

②

③

④

商品番号 商品名 カラー サイズ 数量 単価 金額

 2  Tシャツ  ネイビー LL 2 1,700 3,400

送 料 ／ お申込み金額にかかわらず、送料は￥1,000（税込）です

合 計／ ①～⑤の合計＋￥1,000（税込）

生協記入欄 ご入金 月 日 商品発送日 月 日 発送便・番号

（通信欄） ●お申し込み方法● お電話・FAX・インターネットでお申し込みできます。

お電話でのご注文
TEL.06-6368-7536／担当：吉村

FAXでのご注文
TEL.06-6368-7558
インターネットでのご注文
http://www.kandai.ne.jp/関大生協ホームページ
検索サイトに「関大生協」と入力してもお探しできます。
 ▼
トップページ上のショッピングをクリックして、お進み下さい。
FAX・インターネットでご注文の場合はお名前・お届け先の
住所・お電話番号を必ずご記入下さい。
衣類等は、ご希望の色・サイズをお書き添え下さい。

  身長 身幅
 S 65.0cm 47.5cm
 M 68.0cm 50.0cm
 L 71.0cm 52.5cm
 LL 74.0cm 55.0cm

＜サイズ目安＞
  身長 身幅
 S 64.0cm 47.0cm
 M 69.0cm 51.0cm
 L 72.0cm 54.0cm
 LL 75.0cm 59.0cm

＜サイズ目安＞

  ウエスト 股下
 S 70～78cm 75cm
 M 74～82cm 77cm
 L 77～85cm 78cm
 XL 80～88cm 80cm

＜サイズ目安＞

重厚感を大切に校章の葦の葉の
細かな部分まで再現しました

 ペーパーウェイト ￥1,600（税込）
  サイズ ：W7cm×H7cm×D1.8cm
  仕 様 ：クリスタル

３７

学歌のメロディーとともに思い出が蘇るオルゴール
末長くご愛用いただけます

 学歌オルゴール ￥8,500（税込）
  サイズ ：W16cm×H10.9cm×D7.2cm
  曲 名 ：関西大学学歌（1番）

３８

従来から販売している
モデルのリニューアルです

 ネクタイ②
    ￥2,500（税込）
  カラー ：シルバー×紺　ストライプ
     エンジ×紺　ストライプ

23

本革のキーホルダーにメタルプレートを
中央に校章を彫刻しました

 革キーホルダー ￥1,600（税込）
  本革製・レザー彫刻
  サイズ ：W6cm×H3cm

1１

多くの校友の皆様に
ご好評いただいております

 かわらせんべい 
   12枚入 ￥580（税込）
   18枚入 ￥780（税込）
   27枚入 ￥1,100（税込）
  18枚入・27枚入は完全お取り寄せとなります。

17

紫紺缶・白缶ともに校章入りの缶

 関大ゴーフル（1缶）
   １缶入り ￥500（税込）
  紫紺缶・白缶（6枚入り）ミニ手提げ付
  ※缶の色選んで頂けます

18

 関大ゴーフル（２缶）
   ２缶入り ￥980（税込）
  紫紺缶・白缶セット箱入り（6枚入り）

19

本革を使用していますので
使うほどに優しくなじんできます

 携帯ストラップ ￥580（税込）
  本革製・レザー彫刻
  サイズ ：W1cm×H11cm

９

KANSAI UNIVERSITYを
型押ししています

 革製名刺入れ ￥1,980（税込）
  本革製／名刺収容30枚

12

インクが消せるボールペン
フリクションシリーズ

 フリクションノック式ボールペン
    ￥190（税込）
  ボディカラー：レッド、ブルーブラック、ブラック
  ※インク色はボディカラーと同様

２９

スッと書けてサッと乾く

 エナージェル　3色ボールペン
  （芯：0.5mm） ￥450（税込）
  ボディカラー：ホワイト、ブラック

３１

スクールカラーのハンドタオルです

 ハンドタオル ￥580（税込）
  カラー ：紫紺
  サイズ ：W33.5cm×H38.5cm

2６

15 アルミコンパクトミラーL 
    ￥780（税込）
  サイズ ：W9.4cm×H10.4cm

アルミコンパクトミラーS 
    ￥590（税込）
  サイズ ：W5.7cm×H8.7cm

14

スタイリッシュなマグネットバーに
校章が凛々しく入っています

 アルミマグネットバーL
    ￥380（税込）
  サイズ ：W20cm×H1.4cm

13

天然素材の竹を使用。様々なシーンで活用します。
学歌と逍遥歌をプリントしています

 うちわ ￥300（税込）10

ホワイトのマグカップに、鮮やかな関大校章入り

 マグカップ ￥850（税込）
  サイズ：W9.2cm×H7.3cm×D7.3cm
５

ケース入り

 ネクタイピン ￥2,000（税込）
  サイズ：校章マーク／1.8cm
　　　　   バーの長さ／W0.5cm×H5.3cm

８

ホワイトの湯呑みに、鮮やかな関大校章入り

 湯呑み ￥780（税込）
  サイズ：7.2cm×10.2cm
６

鮮やかな関大校章入り

 フラッグ（手旗） ￥500（税込）
  サイズ：旗30cm×45cm
７

 アルミマグネットバーS 
    ￥330（税込）
  サイズ ：W12cm×H1.4cm

16

タオル全面に校章と
学校名（英字ロゴ）をデザイン

 マフラータオル ￥680（税込）
  サイズ ：W20cm×H107cm

25

2７ 
    ￥650（税込）  ノート枚数192ページ

スタイリッシュでシャープなデザイン

 関大ボールペン（パーカー・アーバン）
    ￥2,700（税込）
  ※インク色はブラック

2８

インクカラー

ベーシックかつ、スタンダードながら、
若々しさと爽やかさを表現しています

 ネクタイ① 
     ￥2,500（税込）
  カラー ：水色×紺　3段ストライプ
     紫×紺　3段ストライプ

22

メガネはもちろん、スマホ・PC・テレビ画面の
指紋汚れを拭き取るマイクロファイバークロス

 マイクロファイバークロス
     ￥200（税込）
  サイズ ：9.6cm×H10.2cm
  ※デザイン、価格は変更される場合が
   ありますのでご了承下さい

３９

KAN-DAIGOODS

21

扇中央に校章をデザイン
しています

 扇 子
  紙 箱 ￥1,800（税込）
  桐 箱 ￥1,980（税込）
  ※桐箱入は贈りものとしてお使いいただけます

 エナージェル05　シャープペンシル
  （芯：0.5mm） ￥85（税込）
  ボディカラー：ホワイト、パープル、ブラック

３３

書き味なめらかです
インクの色はブラックです

 エナージェル05　ノック式ボールペン
  （芯：0.5mm） ￥85（税込）
３２

ペンテルボールペン
  （芯：0.5mm） ￥1,700（税込）
  ボディカラー：ホワイト、ダークブルー

３０

キティちゃんと校章のコラボです

 ミニタオル ￥550（税込）
  セクション柄／9分割柄
2４

キティちゃんと校章のコラボです

 クリアファイル ￥200（税込）
  
３６

キティちゃんと校章のコラボです

 クリアファイル ￥200（税込）
  
３４

ピンクと紺色があります。

 クリアファイル ￥200（税込）
  カラー選んでください
  

３５

関西大学正門にキティーちゃんをデザインした缶に
クッキー13枚入り。缶が空いたら小物入れや
ペンスタンドとして使えます

 缶入りクッキー
 13枚入
 ￥900（税込）

20

関大×HELLOキティ関大×HELLOキティ



左袖に刺しゅうによる名入れ可能
名入れ料金／￥1,000（税込）

 Tシャツ ￥1,700（税込）
  素 材 ：綿 100％
  カラー ：ホワイト、ネイビー
  サイズ ：S・M・L・LL

２

※送信面をお間違えのないようにご注意ください。

（注）お申込み後、５日間が過ぎて入金の確認ができない場合はキャンセル扱いとなります。

関大オリジナルグッズ申込書

FAX 06-6368-7558

キャンパスの思い出を輝かせる
K.U.オリジナルグッズをご紹介します。
伝統と気品にあふれた品々をお手元に。
贈り物や記念品にも最適です。

男女・年齢関係無く、着用いただけるベーシックなキャップです

 キャップ ￥2,900（税込）
  素 材 ：綿 100％
  カラー ：ホワイト、ネイビー
  サイズ ：フリー

３
男女・年齢関係無く着用いただけます

 スウェットパンツ ￥3,980（税込）
  素 材 ：綿 60％・ポリエステル 40％
  カラー ：グレー杢
  サイズ ：S・M・L・LL

４

左袖に刺しゅうによる名入れ可能
名入れ料金／￥1,000（税込）

 ポロシャツ ￥2,300（税込）
  素 材 ：綿 65％・ポリエステル 35％
  カラー ：ホワイト、ネイビー
  サイズ ：S・M・L・LL

１

○ 送料
 1回のお申し込みにつき全国一律￥1,000（税込）です。
○ 商品代金のお支払い
 ご注文を頂き次第、確認のために合計金額を連絡させ
 て頂きます。郵便局または銀行にてお支払い下さい。
＜振込先＞
 郵便局 口座番号：00990-5-147507
  関西大学生活協同組合理事長 柴橋圭介
 銀　行 三菱UFJ銀行 淡路支店 普通3512538
  関西大学生活協同組合
 （振込手数料はお客様負担となりますのでご了承下さい。）
■ 商品の発送
 商品代金が振り込まれ次第、宅配便にて発送いたします。

　　

ご注文日： 月 　日

配達ご希望日： 月 日／時間帯

配達ご希望日： 月 日／時間帯

■お申込者情報

 連絡先

☎（携帯） ー ー

 f a x

フリガナ

お名前（お申込者）

ご住所
〒

 連絡先

☎（携帯） ー ー

 f a x

フリガナ

お名前（お申込者）

ご住所
〒

■配達先情報 ※お申込者と同じ場合はご記入不要です

■お申込商品明細

記入例

①

②

③

④

商品番号 商品名 カラー サイズ 数量 単価 金額

 2  Tシャツ  ネイビー LL 2 1,700 3,400

送 料 ／ お申込み金額にかかわらず、送料は￥1,000（税込）です

合 計／ ①～⑤の合計＋￥1,000（税込）

生協記入欄 ご入金 月 日 商品発送日 月 日 発送便・番号

（通信欄） ●お申し込み方法● お電話・FAX・インターネットでお申し込みできます。

お電話でのご注文
TEL.06-6368-7536／担当：吉村

FAXでのご注文
TEL.06-6368-7558
インターネットでのご注文
http://www.kandai.ne.jp/関大生協ホームページ
検索サイトに「関大生協」と入力してもお探しできます。
 ▼
トップページ上のショッピングをクリックして、お進み下さい。
FAX・インターネットでご注文の場合はお名前・お届け先の
住所・お電話番号を必ずご記入下さい。
衣類等は、ご希望の色・サイズをお書き添え下さい。

  身長 身幅
 S 65.0cm 47.5cm
 M 68.0cm 50.0cm
 L 71.0cm 52.5cm
 LL 74.0cm 55.0cm

＜サイズ目安＞
  身長 身幅
 S 64.0cm 47.0cm
 M 69.0cm 51.0cm
 L 72.0cm 54.0cm
 LL 75.0cm 59.0cm

＜サイズ目安＞

  ウエスト 股下
 S 70～78cm 75cm
 M 74～82cm 77cm
 L 77～85cm 78cm
 XL 80～88cm 80cm

＜サイズ目安＞

重厚感を大切に校章の葦の葉の
細かな部分まで再現しました

 ペーパーウェイト ￥1,600（税込）
  サイズ ：W7cm×H7cm×D1.8cm
  仕 様 ：クリスタル

３７

学歌のメロディーとともに思い出が蘇るオルゴール
末長くご愛用いただけます

 学歌オルゴール ￥8,500（税込）
  サイズ ：W16cm×H10.9cm×D7.2cm
  曲 名 ：関西大学学歌（1番）

３８

従来から販売している
モデルのリニューアルです

 ネクタイ②
    ￥2,500（税込）
  カラー ：シルバー×紺　ストライプ
     エンジ×紺　ストライプ

23

本革のキーホルダーにメタルプレートを
中央に校章を彫刻しました

 革キーホルダー ￥1,600（税込）
  本革製・レザー彫刻
  サイズ ：W6cm×H3cm

1１

多くの校友の皆様に
ご好評いただいております

 かわらせんべい 
   12枚入 ￥580（税込）
   18枚入 ￥780（税込）
   27枚入 ￥1,100（税込）
  18枚入・27枚入は完全お取り寄せとなります。

17

紫紺缶・白缶ともに校章入りの缶

 関大ゴーフル（1缶）
   １缶入り ￥500（税込）
  紫紺缶・白缶（6枚入り）ミニ手提げ付
  ※缶の色選んで頂けます

18

 関大ゴーフル（２缶）
   ２缶入り ￥980（税込）
  紫紺缶・白缶セット箱入り（6枚入り）

19

本革を使用していますので
使うほどに優しくなじんできます

 携帯ストラップ ￥580（税込）
  本革製・レザー彫刻
  サイズ ：W1cm×H11cm

９

KANSAI UNIVERSITYを
型押ししています

 革製名刺入れ ￥1,980（税込）
  本革製／名刺収容30枚

12

インクが消せるボールペン
フリクションシリーズ

 フリクションノック式ボールペン
    ￥190（税込）
  ボディカラー：レッド、ブルーブラック、ブラック
  ※インク色はボディカラーと同様

２９

スッと書けてサッと乾く

 エナージェル　3色ボールペン
  （芯：0.5mm） ￥450（税込）
  ボディカラー：ホワイト、ブラック

３１

スクールカラーのハンドタオルです

 ハンドタオル ￥580（税込）
  カラー ：紫紺
  サイズ ：W33.5cm×H38.5cm

2６

15 アルミコンパクトミラーL 
    ￥780（税込）
  サイズ ：W9.4cm×H10.4cm

アルミコンパクトミラーS 
    ￥590（税込）
  サイズ ：W5.7cm×H8.7cm

14

スタイリッシュなマグネットバーに
校章が凛々しく入っています

 アルミマグネットバーL
    ￥380（税込）
  サイズ ：W20cm×H1.4cm

13

天然素材の竹を使用。様々なシーンで活用します。
学歌と逍遥歌をプリントしています

 うちわ ￥300（税込）10

ホワイトのマグカップに、鮮やかな関大校章入り

 マグカップ ￥850（税込）
  サイズ：W9.2cm×H7.3cm×D7.3cm
５

ケース入り

 ネクタイピン ￥2,000（税込）
  サイズ：校章マーク／1.8cm
　　　　   バーの長さ／W0.5cm×H5.3cm

８

ホワイトの湯呑みに、鮮やかな関大校章入り

 湯呑み ￥780（税込）
  サイズ：7.2cm×10.2cm
６

鮮やかな関大校章入り

 フラッグ（手旗） ￥500（税込）
  サイズ：旗30cm×45cm
７

 アルミマグネットバーS 
    ￥330（税込）
  サイズ ：W12cm×H1.4cm

16

タオル全面に校章と
学校名（英字ロゴ）をデザイン

 マフラータオル ￥680（税込）
  サイズ ：W20cm×H107cm

25

2７ 
    ￥650（税込）  ノート枚数192ページ

スタイリッシュでシャープなデザイン

 関大ボールペン（パーカー・アーバン）
    ￥2,700（税込）
  ※インク色はブラック

2８

インクカラー

ベーシックかつ、スタンダードながら、
若々しさと爽やかさを表現しています

 ネクタイ① 
     ￥2,500（税込）
  カラー ：水色×紺　3段ストライプ
     紫×紺　3段ストライプ

22

メガネはもちろん、スマホ・PC・テレビ画面の
指紋汚れを拭き取るマイクロファイバークロス

 マイクロファイバークロス
     ￥200（税込）
  サイズ ：9.6cm×H10.2cm
  ※デザイン、価格は変更される場合が
   ありますのでご了承下さい

３９

KAN-DAIGOODS
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扇中央に校章をデザイン
しています

 扇 子
  紙 箱 ￥1,800（税込）
  桐 箱 ￥1,980（税込）
  ※桐箱入は贈りものとしてお使いいただけます

 エナージェル05　シャープペンシル
  （芯：0.5mm） ￥85（税込）
  ボディカラー：ホワイト、パープル、ブラック

３３

書き味なめらかです
インクの色はブラックです

 エナージェル05　ノック式ボールペン
  （芯：0.5mm） ￥85（税込）
３２

ペンテルボールペン
  （芯：0.5mm） ￥1,700（税込）
  ボディカラー：ホワイト、ダークブルー

３０

キティちゃんと校章のコラボです

 ミニタオル ￥550（税込）
  セクション柄／9分割柄
2４

キティちゃんと校章のコラボです

 クリアファイル ￥200（税込）
  
３６

キティちゃんと校章のコラボです

 クリアファイル ￥200（税込）
  
３４

ピンクと紺色があります。

 クリアファイル ￥200（税込）
  カラー選んでください
  

３５

関西大学正門にキティーちゃんをデザインした缶に
クッキー13枚入り。缶が空いたら小物入れや
ペンスタンドとして使えます

 缶入りクッキー
 13枚入
 ￥900（税込）
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関大×HELLOキティ関大×HELLOキティ


