
ADストア画材申込方法 

ADストアは京都・瓜生山キャンパス内にある画材店で、学生の皆様に割引価格で商品を提供しています。 

お申込書の教材は物流センターにて手配し発送いたします。その為、受付完了後約1～2週間程度でのお届け

になります。申込書内の教材は授業の為に特別に準備しておりますので、店頭にはご用意できないものもござ

います。予めご了承いただきますようお願い致します。※海外への発送は承っておりません。 

 

所在地：〒606-8271 

       京都市左京区北白川瓜生山町2-116 

       学校法人瓜生山学園 京都芸術大学 人間館 2Ｆ ＡＤストア 

TEL/FAX：075-712-5798 

Mail：ad-store@kua.kyoto-art.ac.jp 

ホームページ https://www.adstore-kua.co.jp/ 

※営業時間についてはホームページで随時お知らせします。 

 

【申込方法】いずれの場合も、ご注文後 2営業日以内にお申し込み確認のお知らせをさせていただきます。ご注文

の教材は受付完了後、1～2 週間程度でお届け予定です。在庫切れの商品がある場合も、ご連絡させていただき

ます。 

FAX・郵送 

「2023年度 通信教育課程情報デザインコース教材申込書」を出力してご利用ください。 

希望商品の数量欄に希望数量を入れ、下段の必要事項を記入（支払方法を選択）し、FAＸもしくは郵送してくださ

い。郵送の場合は封筒に「通信教育課程情報デザインコース教材申込」と明記してください。 

メール 

件名を「通信教育課程情報デザインコース教材申込」とし、申込書にご記入の上 PDF データにしていただくか、申

込書を写真に撮って添付してください。メール本文に郵便番号・住所・氏名・学籍番号・日中に連絡のつく電話番

号・銀行振込または代引のどちらかを明記してください。 

※お急ぎの場合は代引きをお勧め致します。 

※受付確認メールは手動送信の為、お時間かかる場合がございます。 

【商品価格について】 

価格は全て税抜表記です。別途消費税が加算されますのでご注意ください。 

【支払方法】 

 1.代引き（商品到着時に着払いでお支払い）手数料￥300（税抜）〜（ご注文金額によって変わります） 

  送料（下記以外の地域） 1 箱につき￥1,000（税抜） 

  沖縄本島及び島嶼部以外（北海道も含む）￥2,000（税抜） 

合計金額をメールまたは FAＸにてご連絡いたします。受付完了後手配に進みます。 

 2.銀行振込 

合計金額と振込先をメールまたは FAＸにてご連絡いたします。お振り込みが確認でき次第、商品を手配させて

いただきます。 

【注意】商品発送後のキャンセル及び留守などにより 1 週間以上お受け取りが不可能となった場合は、往復の送

料をご負担いただくことになりますのでご注意ください。 

 

mailto:ad-store@kua.kyoto-art.ac.jp


本体価格(税抜) 販売価格（税抜） セット内容 数量

セット 11,290¥ 9,040¥   １～8

№ コード メーカー 本体価格(税抜) 販売価格(税抜) 購入金額(税抜) 購入数量

1 614251 ステッドラー 2,400¥     1,920¥      -¥              

2 799002 ターナー 1,600¥     1,280¥      -¥              

3 799004 ターナー 870¥        700¥         -¥              

4 121263 ホルべイン 350¥        280¥         -¥              

5 799822 ホルべイン 2,800¥     2,240¥      -¥              

6 799887 ホルべイン 1,910¥     1,530¥      -¥              

7 211201 ホルべイン 280¥        230¥         -¥              

8 799206 マルマン 630¥        510¥         -¥              

9 270191 ホルべイン 450¥        360¥         -¥              

-¥              0

税込 数量 金額

¥1,100 -¥           

¥330 -¥           

※北海道・沖縄・離島地域への発送運賃は 1梱包 2,200円になります。

銀行振込
5/31までは

代引きのみ

代引き

商品の在庫が無い場合は、お電話又はメールにてご連絡させて頂きます。

※印の必須項目は必ず記入お願いいたします。

価格は2023年3月現在のものです。変更がある場合がございます。お申し込み返信の際お確かめください。

少しでも早くお届けするため、5月31日までは代引きのみのお受付とさせていただきます。誠に恐れ入りますが、ご了承くださいますようお願いいたします。

ペーパーパレット S

教材用デザイン筆・６本セット

(平筆/4号,6号 彩色/大,中 面相/中 平刷毛#105)

アクリル用ナイロン筆 NA ４本セット

（平筆 3/8号,1/2号,丸筆4号,12号 各1本）

ジャバラ筆洗（大）

情報デザインコース（イラストレーションクラス）

品　名

ステッドラー カラト水彩色鉛筆 12色セット

ターナーアクリルガッシュ 11ml  12色セット

ターナー アクリルガッシュ 20ml  3色セット

   (20ml ﾐｷｼﾝｸﾞﾏｾﾞﾝﾀ・ﾏｾﾞﾝﾀ・ﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰ)

2023年度京都芸術大学通信教育課程　【1268】

教　　材　　名

情報デザインコース（イラストレーションクラス）教材申込書

■単品で教材を購入される方は、下記の数量欄にて、ご希望数をいれてください。

クロッキーブック　SM

スケッチブック　A4

ご購入合計金額（税抜）

項目 項目 金額

送料 ご購入合計金額（税込） -¥                     

代引き手数料 お支払金額合計 -¥                     

※ 氏 名（必須）※ 学籍番号（必須）

※ 住　　所（必須）

　〒

（いずれかに○）

※ 電話番号 (必須) 自宅・携帯メールアドレス

※ 支払い方法（必須）
お届け場所 ご自宅のみ

№



ADストア画材申込方法 

ADストアは京都・瓜生山キャンパス内にある画材店で、学生の皆様に割引価格で商品を提供しています。 

お申込書の教材は物流センターにて手配し発送いたします。その為、受付完了後約1～2週間程度でのお届け

になります。申込書内の教材は授業の為に特別に準備しておりますので、店頭にはご用意できないものもござ

います。予めご了承いただきますようお願い致します。※海外への発送は承っておりません。 

 

所在地：〒606-8271 

       京都市左京区北白川瓜生山町2-116 

       学校法人瓜生山学園 京都芸術大学 人間館 2Ｆ ＡＤストア 

TEL/FAX：075-712-5798 

Mail：ad-store@kua.kyoto-art.ac.jp 

ホームページ https://www.adstore-kua.co.jp/ 

※営業時間についてはホームページで随時お知らせします。 

 

【申込方法】いずれの場合も、ご注文後 2営業日以内にお申し込み確認のお知らせをさせていただきます。ご注文

の教材は受付完了後、約 1～2週間程度でお届け予定です。在庫切れの商品がある場合、ご連絡させていただき

ます。 

FAX・郵送 

「2023 年度 通信教育課程グラフィックデザインコース教材申込書」を出力してご利用ください。 

希望商品の数量欄に希望数量を入れ、下段の必要事項を記入（支払方法を選択）し、FAＸもしくは郵送してくださ

い。郵送の場合は封筒に「通信教育課程グラフィックデザインコース教材申込書」と明記してください。 

メール 

件名を「通信教育課程グラフィックデザインコース教材申込書」とし、申込書にご記入の上 PDF データにしていた

だくか、申込書を写真に撮って添付してください。メール本文に郵便番号・住所・氏名・学籍番号・日中に連絡のつ

く電話番号・銀行振込または代引のどちらかを明記してください。 

※お急ぎの場合は代引きをお勧め致します。 

※受付確認メールは手動送信の為、お時間かかる場合がございます。 

【商品価格について】 

価格は全て税抜表記です。別途消費税が加算されますのでご注意ください。 

【支払方法】 

 1.代引き（商品到着時に着払いでお支払い）手数料￥300（税抜）〜（ご注文金額によって変わります） 

  送料（下記以外の地域） 1 箱につき￥1,000（税抜） 

  沖縄本島及び島嶼部以外（北海道も含む）￥2,000（税抜） 

合計金額をメールまたは FAＸにてご連絡いたします。受付完了後手配に進みます。 

 2.銀行振込 

合計金額と振込先をメールまたは FAＸにてご連絡いたします。お振り込みが確認でき次第、商品を手配させて

いただきます。 

【注意】商品発送後のキャンセル及び留守などにより 1 週間以上お受け取りが不可能となった場合は、往復の送

料をご負担いただくことになりますのでご注意ください。 

 

mailto:ad-store@kua.kyoto-art.ac.jp


本体価格(税抜) 販売価格（税抜） セット内容 数量

セット 3,640¥  2,920¥  1～5

№ コード メーカー 本体価格(税抜) 販売価格(税抜) 購入金額(税抜) 購入数量

1 799876 林刃物 1,150¥    920¥         -¥             

2 799864 ウチダ 470¥       380¥         -¥             

3 799865 ウチダ 1,170¥    940¥         -¥             

4 570601 ホルべイン 420¥       340¥         -¥             

5 620152 福岡工業 430¥       350¥         -¥             

-¥             0

税込 数量 金額

¥1,100 -¥           

¥330 -¥           

※北海道・沖縄・離島地域への発送運賃は 1梱包 2,200円になります。

銀行振込
5/31までは

代引きのみ

代引き

商品の在庫が無い場合は、お電話又はメールにてご連絡させて頂きます。

※印の必須項目は必ず記入お願いいたします。

価格は2023年3月現在のものです。変更がある場合がございます。お申し込み返信の際お確かめください。

少しでも早くお届けするため、5月31日までは代引きのみのお受付とさせていただきます。誠に恐れ入りますが、ご了承くださいますようお願いいたします。

ご購入合計金額（税抜）

■単品で教材を購入される方は、下記の数量欄にて、ご希望数をいれてください。

※ 学籍番号（必須） ※ 氏 名（必須）

代引き手数料 お支払金額合計 -¥                     

ALLEX ピンセット(先曲り) P-4P 21110

ウチダ 三角定規 15㎝ 目盛なし 2㎜厚

ウチダ 三角定規 30㎝ 目盛なし 2㎜厚

アクリル溝引直定規  30 S-401

ミツワ ラバークリーナー 巻型（小）

2023年度京都芸術大学通信教育課程　【1268】

グラフィックデザインコース教材申込書

教　　材　　名

品　名

グラフィックデザインクラス

※ 支払い方法（必須）

（いずれかに○）

項目 項目 金額

送料 ご購入合計金額（税込） -¥                     

※ 住　　所（必須）

　〒

メールアドレス ※ 電話番号 (必須) 自宅・携帯

お届け場所 ご自宅のみ

№


