
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 通信教育課程洋画コース教材申込書」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「通信教育課程洋画コース教材申込」と明記してください。 

メール 

件名を「通信教育課程洋画コース教材申込」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。 
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本体価格(税抜) 販売価格(税抜) 購入金額(税抜) 購入数量

セットA 25,060¥      20,060¥    -¥             

セットB 18,060¥      14,460¥    -¥             

-¥                0

№ コード ｾｯﾄA ｾｯﾄB 本体価格(税抜) 販売価格(税抜) 購入金額(税抜) 購入数量

1 120503 〇 11,500¥      9,200¥      -¥             

2 120737 〇 2,200¥       1,760¥      -¥             

3 121236 〇 2,300¥       1,840¥      -¥             

4 905 〇 〇 6,500¥       5,200¥      -¥             

5 5505 〇 〇 440¥          360¥         -¥             

6 112126 〇 〇 850¥          680¥         -¥             

7 110703 〇 〇 550¥          440¥         -¥             

8 110763 〇 〇 700¥          560¥         -¥             

9 99822 〇 〇 420¥          340¥         -¥             

10 100423 〇 〇 600¥          480¥         -¥             

11 100425 〇 〇 800¥          640¥         -¥             

12 100427 〇 〇 1,000¥       800¥         -¥             

13 100428 〇 〇 1,100¥       880¥         -¥             

14 100443 〇 〇 600¥          480¥         -¥             

-¥                0

本体価格(税抜) 販売価格(税抜) 購入金額(税抜) 購入数量

筆セットA 799766 3,890¥       3,120¥      -¥             

筆セットB 799767 2,190¥       1,760¥      -¥             

-¥                0

●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。

ｾｯﾄA ｾｯﾄB 定価（税抜） 販売価格（税抜） セットA内容 セットB内容

1 102013 〇 1,600¥       1,280¥      -¥             

2 102011 〇 1,150¥       920¥         -¥             

3 102009 〇 850¥          680¥         -¥             

4 102061 〇 1,150¥       920¥         -¥             

5 102059 〇 850¥          680¥         -¥             

-¥                0

ご購入合計金額（税抜）

ご購入合計金額（税抜）

ご購入合計金額（税抜）

教　材　名

油絵セット（木箱）

油絵セット（樹脂ケース）

メーカー

ホルベイン

ホルベイン

メーカー教　材　名

画筆 KM-F (フィルバート)  14号

画筆 KM-R  (ラウンド)  4号

ご購入合計金額（税抜）

ホルベイン 油絵具 H 12色セット

ホルベイン ペンチングオイル 55ml 

油つぼ No.6（1つ口）

エコルセ ペンチングナイフ E3

エコルセ パレットナイフ E13

スケッチ箱 カスタムN（木製二つ折パレット付き）

クリアBOX ブラック (PP樹脂製 ブリキ仕切入)

2023年度京都芸術大学通信教育課程　【1268】

洋画コース教材申込書（スクーリング用）

●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。

品　名

ST-S ボックス用パレット

筆洗液 ネオクリーナー LＴ 100ml 

画筆 KM-F (フィルバート) 4号

画筆 KM-F (フィルバート)  8号

画筆 KM-F (フィルバート)  12号

教　材　名

ホルベイン

ホルベイン

軟毛画筆 フィルバード　3本セット

軟毛画筆 ラウンド　    2本セット

画筆 H-F (フィルバート)  12号

画筆 H-F (フィルバート)  10号

画筆 H-F (フィルバート)  8号

画筆 H-R (ラウンド)  10号

画筆 H-R (ラウンド)  8号

№
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単品購入

№ コード 本体価格(税抜) 販売価格(税抜) 購入金額(税抜) 購入数量

1 100431 2,000¥     1,600¥      -¥             

2 100430 1,600¥     1,280¥      -¥             

3 100450 1,600¥     1,280¥      -¥             

4 799769 750¥       600¥         -¥             

5 799770 1,700¥     1,360¥      -¥             

6 5516 520¥       420¥         -¥             

7 5401 1,520¥     1,220¥      -¥             

8 5402 1,520¥     1,220¥      -¥             

9 5941 1,800¥     1,440¥      -¥             

10 799773 3,500¥     2,980¥      -¥             

631177 350¥       -¥             

631301 800¥       -¥             

12 180105 7,000¥     5,600¥      -¥             

13 121261 750¥       600¥         -¥             

14 799768 800¥       640¥         -¥             

15 799152 500¥       400¥         -¥             

16 340103 100¥       80¥           -¥             

17 300221 360¥       290¥         -¥             

18 340509 400¥       320¥         -¥             

19 799771 360¥       290¥         -¥             

-¥                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。

※ 電話番号 (必須) 自宅・携帯

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4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。

お届け場所 ご自宅のみ

項目 金額

ご購入合計金額（税込）

お支払金額合計

-¥                        

-¥                        代引き手数料

※ 学籍番号（必須） ※ 氏 名（必須）

項目

送料

※ 住　　所（必須）

メールアドレス

※ 支払い方法（必須）

（いずれかに○）

　〒

バニーコルアート

ご購入合計金額（税抜）

三菱鉛筆

伊研

ホルべイン

ホルべイン

ホルべイン紙擦筆 3本セット

デッサンクロス (木炭デッサン用ガーゼ)

木炭芯抜き

ホルベイン 練りゴム No.3

ホルべイン

ホルべイン

ホルべイン

中里

中里

ホルべイン

ホルべイン

ホルべイン

ホルべイン

メーカー

画筆 KM-F (フィルバート) 24号

品　名

11 カッターナイフ（大） 192B + 替刃 LB10K

ホルべインペーパーパレット L

三菱鉛筆 ユニ８本組

伊研木炭 No.360

920¥         

画筆 KM-F (フィルバート) 20号

画筆 H-R (ラウンド)  20号

刷毛 豚毛 7号 

刷毛 ジェッソブラシ AJＢ 30号

画用液 シッカチフ ブラン 55ml

画用液 ターペンタイン 200ml

画用液 リンシードオイル 200ml

筆洗液 オドレスブラシクリーナー 800ml

筆洗器 密閉型 ターレンス

オルファ

オルファ

キャンバス張り器 No.5 ホルべイン
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注文は開講日の10日前までにお願いいたします。
前半と後半の日程が離れている授業の場合は、キャンバスが必要な日程の前に注文してください。

ＡＤストア宛　ＦＡＸ075-712-5798
※必要事項をもれなくご記入ください。全て必須項目です。

枚

マルオカ　杉
（No.3616）

マルオカ　ライト
（No.5621）

・上記販売期間中にメーカーの価格変更がある場合、価格を変更させていただきますので、ご了承ください。

・郵送・電話では受付致しません。必ずＦＡＸにてご注文ください。FAX又はお電話で返信致します。

・ＦＡＸ番号は通信教育部事務局とは異なります。お間違いのないように送信前に再度確認してください。

合計金額（税抜）　　　　　　　　　　　　　　　　円

F20号木枠

使用授業

洋画Ⅴ－9　(抽象)
※注文する場合はスクーリング前半

ホルべイン
F25号張りキャンバス（No.8011）

6,400¥             枚

2,480¥             

洋画Ⅴ－1　(花)
洋画Ⅴ－2　(人)

アムス　F25号木パネル（No.8423）

東洋クロス  F20号布（No.1475） 

・スクーリング期間中にお支払がない場合は、購買部より後日請求させていただきます。その際の振込手数料などは
各自ご負担いただく事になりますので必ずスクーリング期間中にお支払いください。

フリガナ

スクーリング開講日

　(　　　　　／　　　　～　　　　／　　　　)

2,340¥             

3,230¥             

2,010¥             

枚

商品名 本体価格（税抜）

学籍番号

組

組
洋画Ⅱ－2　(人体油彩1)
※注文する場合はスクーリング前半

≪瓜生山キャンパス受講者専用≫

2023年度 通信洋画コースADストアＦＡＸ注文票

洋画Ⅲ－1　(人体油彩2-塑造と油彩)

洋画Ⅳ－1　(静物油彩2-構成)

ホルべイン
F20号張りキャンバス（No.1832）

4,940¥             枚

数量

ＦＡＸ番号

受講科目名

こちらは、京都の瓜生山キャンパスで受講される方専用の用紙となりますので、店頭でのお取り置きのみとなります。

電話番号

携帯電話番号



ADストア宛　電話　FAX 075-712-5798 年　　　月　　　日

氏名フリガナ

電話番号 FAX番号

携帯番号 メールアドレス

受講科目 スクーリング開講日

京都瓜生山キャンパス

東京外苑キャンパス

商品 数量

枚

セット

F100折キャンバス
×1枚（税込）

F100折キャンバス
×2枚（税込）

M60キャンバス×
2枚（税込）

M60キャンバス×
4枚（税込）

京都

東京

北海道

九州

梱包外寸
（縦×横×厚ｃｍ）

134×85×11cm 134×85×22cm 133×83×8ｃｍ 133×83×16ｃｍ

合計梱包外寸ｃｍ 約230cm 約241cm 約224cm 約232cm

梱包体裁 ダンボール梱包 ダンボール梱包×2 ダンボール梱包 ダンボール梱包×2

※上記販売期間中にメーカーの価格変更がある場合、価格を変更をさせていただきますので、ご了承ください。

※郵送・電話では受付致しません。必ずFAX又は店頭にてご注文ください。

※FAX番号は通信教育事務局とは異なります。お間違えないように送信前に再度確認してください。

※お振込みが確認でき次第、商品準備とさせていただきます。（商品は3週間ほどかかります。）

送り先 自宅のみ

2023年度　通信洋画コースADストア注文票  　　　　

※必要事項をもれなくご記入ください。全て必要項目です。お届日から一週間前までにお申し込みください。

学籍番号

連
絡
先

住所 〒

（     /    〜　　 /    ）
（     /    〜　　 /    ）

振込のみ

本体価格（税込）

クレサン　F100折キャンバス
税込29,230円　No.8178 　

クレサン　M60キャンバス2枚セット
税込22,800円　No.8179 　

お支払方法

送料
No.2000

送料は、その都度お見積りとなります。
住所をご記入される際は、番地やマンションの部屋番号など
記入漏れのないようにお願いいたします。

梱包

合計金額（税込）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

※申し込み確認のお知らせ時に合計金額とお振込み先をメールまたはFAXにてご連絡いたします。 


