
ご購入商品

※事前に会員登録をお願いします。

※スマートフォンを持参して、採寸にお越しください。

採　寸　日

採寸日について

学校用品ご購入のお知らせ

学校採寸

学校用品購入サイトにて、ご購入をお願いします。

重要

令和４年度　浅野中学校　ご入学の皆さまへ

新中学 1年生　2022 年 2 月 12 日（土）

お支払方法 納品日 お届け先

体操服・
バックパック

・代金引換決済
・クレジットカード決済

３月７日（月） 自宅配送

シューズ・バッグ・
芸術・その他

・代金引換決済
・クレジットカード決済



WEB 注文 採寸したサイズをスマホで注文

タップ

新規会員登録

サイト　事前登録方法�

会場で採寸・試着を行い、
選んだサイズを入力

各種お手続きをご確認後、
「お手続き完了」ボタンをタップ

ログイン後、

「ご注文」ボタンを

タップして準備します。

受付後は、スマートフォンに表示される順路に沿って、順番に採寸・決済を
行っていただきます。順路の最後には、スタッフによる注文内容の最終確認
場所設けておりますので、安心してご購入いただけます。

●採寸会場に到着したら ●採寸の流れ

0,000

決済・配送方法

サイト登録方法

https://sch-market.com/ec/webmeasurement/

全て採寸が完了したら、

最後に「全商品採寸済み」に

チェックを入れてください。

ご購入商品のサイズ・個数・

金額はこちらからご確認ください。

ご購入商品

最後に「注文する」タップで

注文が確定されます。

メールをお控えとして保管ください。
注文内容や金額・お届け予定日などは

登録アドレスへメールが届きます。

ご注文完了

利用規約をご確認の上、「上記の利用規約に

同意します。」のチェック後、

「同意して会員登録へ」をタップください。

下記、学校キーとメールアドレス入力の上、

確認用メール送信ボタンをタップください。

確認ページが表示されるので、

ご確認後「会員登録 URL メール送信」を

タップください。

会員登録URLメール送信

登録する
▶当日はスマホをお持ちください。

　採寸会にてサイズ確認、

　入力後、商品をご購入ください。

上記の利用規約に同意します。

同意して会員登録へ

ご入力いただいたメールアドレス宛に会員登録用の URL を

送信します。メール文の URL をタップし、

 会員登録ページにアクセスください。

1234 5678 9000 0000

新規会員登録

ページより、

必須事項を入力し

「登録する」を

タップください。

会員登録完了ページが
表示されましたら
完了となります。

QR コードもしくは、下記 URL からアクセスください。

� � 学校キー入力、
メールアドレス登録利用規約

学校キー

� �

� �

URL から登録画面へ会員登録メールを送信

会員登録完了
（事前準備はここまでとなります。）情報登録

https://sch-market.com/●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

受付

決済
お届け先確認採寸・注文

画面に沿って、お支払方法・配送方法を選択・ご確認ください。

▶追加注文について▶商品お届けについて

※イラストはイメージです。

サイト内で確認いただいたお届け先・

日時にお届けいたします。

詳しくは、注文完了したメールを

ご確認ください。
今回ご注文いただいた商品のお届け時に、

詳細をお知らせいたします。

納品

サイズメモなど

メールアドレス

●ご登録いただいた「メールアドレス／パスワード」をメモ欄へ記入し、保管いただきますようお願いいたします。

パスワード

2699-3186-9109-2232
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受付

決済
お届け先確認採寸・注文

画面に沿って、お支払方法・配送方法を選択・ご確認ください。

▶追加注文について▶商品お届けについて

※イラストはイメージです。

サイト内で確認いただいたお届け先・

日時にお届けいたします。

詳しくは、注文完了したメールを

ご確認ください。
今回ご注文いただいた商品のお届け時に、

詳細をお知らせいたします。
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サイズメモなど

メールアドレス

●ご登録いただいた「メールアドレス／パスワード」をメモ欄へ記入し、保管いただきますようお願いいたします。

パスワード



よくあるご質問

会員登録のメールが届きません

Q Q

メールアドレスの迷惑メール設定をされ
ている場合は、メールが届かない場合が
あります。

ネットショップのドメイン（@ 以降）sukuma.co.jp を
受信許可設定をいただきますようお願いいたします。

A A

スマホやインターネットが使えません

Q

会場にて、紙の注文書をお渡しいたしま
す。注文書に注文情報を記入後、ご注文
ください。

A

商品の説明やサイズ表が見たいです

Q
商品が届いたが、サイズ変更できますか？

商品ごとに、問い合わせ先が異なります。
詳しくは下記の取扱い業者にお問い合わ
せください。

A

Q

A

●メールアドレスを忘れてしまった場合：
　再度会員登録をお願いします。
●パスワードを忘れてしまった場合：
　再発行をお願いいたします。
＊ログインボタンの下に、パスワード再発行リンクがあ
るので、そちらから再発行をお願いします。

登録のメールアドレスを忘れてしまった

おさがりで必須商品の購入は不要です。
画面操作はどうしたらいいでしょうか？

Q

ログイン後、ご注文画面にて商品写真ま
たは商品名をタップしてください。

（サイズ表の登録のない商品もございます。ご了承くだ
さい。）

A
●画面上商品すべて不要の方‥‥
最下部の「全商品購入不要」にチェックを入
れて、手続きを完了させてください。

●一部商品のみ不要の方‥‥
購入不要の商品について、サイズ→「選択し
てください」　数量→「0」を入力し、手続き
を完了させてください。

お問い合わせ先一覧
ご購入商品によってお問い合わせ先が異なります。ご不明な点等は、下記お問い合わせ先をご確認の上、お問い合せください。

お問合せ内容 業者名 ご連絡先 受付時間

サイト スクマ株式会社 0120-935-365 9:00 ～ 17:00
（土日祝を除く）

体操服・
バックパック

ADSS 東京株式会社 0120-998-344 9:00 ～ 17:30
（平日）

シューズ・
バッグ・芸術・

その他
秋山書店株式会社 045-435-2387 平常授業日 9：30-16：00

土曜日 9：30-14：00



購入商品一覧

商品名 必須
任意 サイズ 枚数

推奨
枚数

価格（税込み） 業者

上履き 指定 1 1,800 円

秋山書店

株式会社

体育館履き 指定 1 4,200 円

書道筆　大・小セット 指定 1 2,750 円

製図器セット 任意 0～ 1 5,950 円

絵の具セット 任意 0～ 1 4,350 円

書道セット（筆なし） 任意 0～ 1 4,250 円

校名入りバッグ 選択指定 0～ 1 4,500 円

校名入り補助バッグ 選択指定 0～ 1 4,100 円

通学用バックパック 選択指定 ０～１ 11,513 円

ADSS東京

株式会社

バックパック用レインカバー 任意 ０～１ 1,142 円

ジャケット 指定 １ 7,070 円

ストレートパンツ 指定 １ 5,820 円

半袖シャツ 指定 １～２ 4,569 円

ハーフパンツ 指定 １～２ 4,678 円

お支払方法
・代金引換決済
・クレジットカード決済

送料 ※別途配送料頂戴します

納品方法 自宅配送 納品日 ３月７日（月）


