HIKARIGAOKA CAMPUS

MEGURO CAMPUS

7-5-1 Hikarigaoka
Nerima-ku, Tokyo 179-0072
03-4578-8832
03-5997-0091

2-11-5 Aobadai
Meguro-ku, Tokyo 153-0042
03-4520-2313
03-5456-1800

UNIFORM GUIDE:
Uniforms are to be worn everyday unless directed by the school otherwise.
Supplier:
Lands’ End and Top of the Class will continue to be our main supplier of uniforms.
School PE clothes are REQUIRED for all of the students of Hikarigaoka Campus*.
Required PE items are ONLY AVAILABLE from Top of the Class. Please purchase PE
items from them.
* Meguro students do not need the school PE clothes.
Order Process:
Top of the Class: www.schooluniform.jp/how-to-order/
Please contact them directly for any questions.
Lands’ End: www.landsend.com
School Number is 900160342. Please contact them directly for any questions.
Uniform Items:
Items for each grade level are detailed in the attached Uniform Guide. Please do not
substitute with alternative items, unless advised by the school, even if the alternative is
from our suppliers. Certain items require the school logo – these are noted in this
Uniform Guide and already come with the logo applied. All uniforms must be clearly
named. Girls may choose to wear pants in any grade level.
*Secondary Students (G6 - G12): Alternative shorts, pants, or skirts can be worn. All top
wear must be an official Aoba-Japan International School garment. Please purchase at
least 1 full set of summer and winter uniforms for formal activities such as field
trips. Please discuss with your children what is appropriate to wear in a school setting
and/or in public representing the school.
Sizing:
Top of the Class provides sizes by age or height (cm).
Lands’ End provides charts to ensure accurate sizing. Trousers, shorts, and skirts come
with adjustable elastic inner waistbands. Trousers can be hemmed to preferred length.
Summer/Winter:
Summer uniforms are to be worn from May 1 – September 30, and winter uniforms are
to be worn from October 1 – April 30. These dates are to serve as guidelines.
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制服案内：
学校からの指示がない限り、制服は毎日着用してください。
取り扱い業者:
引き続きメインの制服取り扱い業者は Lands’ End と Top of the Class になります。体育着
も指定のものが光が丘キャンパスの全生徒に必要となり※、体育(PE)で必要な着衣は Top of
the Class のみで購入が可能です。
※目黒キャンパスの生徒は体育着を購入する必要ありません。
注文方法:
Top of the Class: www.schooluniform.jp/how-to-order/
注文方法等についてのご質問は直接 Top of the Class にお問い合わせください。
Lands’ End: www.landsend.com
School Number は 900160342 です。注文方法等についてのご質問は直接 Lands’ End にお
問い合わせください。
制服について:
学年別の制服の詳細はこの制服案内に記載されています。学校から特に指示がない限りは、
それが当校指定 業者の商品であっても、代替品の着用はできません。制服案内にあるとお
り、制服によってはスクールロゴ が付いていなくてはなりません。全ての制服には必ず名
前を明記して下さい。どの学年においても、女子生徒はズボンを履いても構いません。
*中等部・高等部(G6−G12)の生徒においては、他のショートパンツ、ロングパンツ、スカー
トを履いても大丈夫です。シャツ、Tシャツは正式なアオバジャパン・インターナショナル
スクールのでないと着用できません。遠足など、学校を代表するイベントの時のために、夏
用と冬用の制服を最低1セットは購入してください。教育現場、または公共の場で学校を代
表する者として適切な服装について、ご家族でお話しして頂けます様、お願いします。
サイズ:
Top of the Class のサイズは年齢、または身長(cm)で決めます。ご不明な点については直接
Top of the Class にお問い合わせください。日本語対応をしております。
Lands’ End では正確なサイズでお申し込みいただくためにサイズチャートを用意していま
す。また、ズボン、スカートはウェストのアジャスターゴムでサイズを調整できます。ズボ
ンの長さは注文時に指定できます。ご不明な点については Lands’ End にお問い合わせくだ
さい。
夏服/冬服:
目安として、夏服は 5 月 1 日から 9 月 30 日まで着用します。冬服は 10 月 1 日から 4 月
30 日まで着用します。
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