
平成２７年 １１ 月 １８日 

保 護 者  殿 

                            岡山県立岡山御津高等学校 

 

学期定期券の申込みについて 
 

 平成２８年１月８日～３月１８日（３年次生 平成２８年１月８日～３月１日）の学期定期券の

購入について、次のとおり受付けますので、平成２７年１２月２１日（月）までにお申し込みの上、

平成２８年１月 ８日（金）に学校で学期定期券をご購入ください。 

 なお、学期定期券ではない、１・３・６ヶ月等の定期券購入時に必要な通学証明書は、随時事務

室で申請が可能です。 

記 

１ 今回受付ける学期定期券の通用期間 

（１・２年次生）平成２８年１月８日～平成２８年３月１８日 

（３年次生）  平成２８年１月８日～平成２８年３月 １ 日 

 

２ 申込方法及び提出期間について  

配布している申込用紙に必要事項を記入し、平成２７年１１月２４日（火）～  

平成２７年 １２月２１日（月）の間に事務室に提出してください。 

※  提出期限は厳守してください。期限後の申込みは受付けできません。 

※ 申込書は、必ず黒のボールペンで記入してください。鉛筆で記入した場合は、

ボールペンで上からなぞってください。 

 

３ 学期定期券の運賃及び支払い方法について 

ア 学期定期券の運賃 

主な乗車区間における学期定期券の運賃は、別紙の「岡山県立岡山御津高等学

校学期定期券運賃表」のとおりです。その他の乗車区間における運賃については、

平成２７年１２月１４日（月）以降に電話にて事務室にお問い合わせください。 



 イ 支払方法 

   販売日にＪＲの方が、定期券を代金と引き換えに渡しますので、販売日当日

に運賃の現金を持参してください。 

 

４ 学期定期券の販売日時及び販売場所 

販売日時：平成２８年１月８日（金）   １３時～１４時３０分 

販売場所：生物教室 

 ※ 平成２８年１月８日～の学期定期券は、平成２８年１月８日にしか購入でき

ません。やむを得ず販売日に購入できない場合は、販売日当日の１２：００

までに事務室にご連絡ください。 

  

５ 購入日当日の学校までの運賃について  

自宅最寄り駅から金川駅（学期定期を購入する区間）の片道分の運賃は、学期定

期券購入時に限り返金できます。ア又はイの方法により、購入時にお申し出くださ

い。 

ア 乗車券を購入して乗車した場合 

   金川駅で下車する際、駅員の方に「学期定期券を購入します」と告げると乗

車券を返してもらえるので、学期定期購入時にその乗車券を提出してください。

乗車券と引き換えに、その分の運賃を返金します。 

イ その他の方法により乗車した場合 

   金川駅で下車し、運賃を支払う際に「学期定期券を購入します」と告げると

支払い済みの証明書をもらえるので、学期定期券購入時にその証明書を提出し

てください。証明書と引き換えに、その分の運賃を返金します。 

※ この取扱いは、学期定期券のみの取扱いです。 

※ 回数券を利用した場合は返金出来ませんので、ご注意ください。 

 

 

〒７０９－２１３３ 

岡山市北区御津金川９４０ 

岡山県立岡山御津高等学校 事務室 

８：２０～１６：５０ 

Tel ０８６－７２４－０８３１ 



※黒のボールペンで記入してください。

※この用紙の裏面に記入例があります。

※ホッチキスで留めてありますので、申込書だけ外して提出してください。

通用期間：平成２８年１月８日～平成２８年３月１８日

年次

組

電話番号

経由地

学期定期券購入申込書（１・２年）

住　　　所

乗車区間
金川　　駅～　　　　　　　　　　　　　　　駅　間

※　原則乗車区間は、金川駅から自宅最寄り駅までとなります。

　　－　　　　　　　－

岡山県立岡山御津高等学校　　　

性　　別 年　　齢
男
・
女

フリガナ

氏　　名



※黒のボールペンで記入してください。

※この用紙の裏面に記入例があります。

※ホッチキスで留めてありますので、申込書だけ外して提出してください。

通用期間：平成２８年１月８日～平成２８年３月１日

年次

組

電話番号

経由地

学期定期券購入申込書（３年）

岡山県立岡山御津高等学校　　　

フリガナ

性　　別
男
・
女

年　　齢

氏　　名

住　　　所 　　－　　　　　　　－

乗車区間
金川　　駅～　　　　　　　　　　　　　　　駅　間

※　原則乗車区間は、金川駅から自宅最寄り駅までとなります。



※黒のボールペンで記入してください。

※この用紙の裏面に記入例があります。

※ホッチキスで留めてありますので、申込書だけ外して提出してください。

通用期間：平成２８年１月８日～平成２８年３月１８日

年次 1 ミツ　イチロウ

組 ○ 御津　一郎

電話番号

経由地

●記入した申込書を、平成２７年１２月２１日（月）までに事務室に提出してください。

●提出の際には、何の用件で事務室まで来たのかが分かるように、氏名と用件を伝えてくださ
　 い。

住　　　所 岡山市中区○○１－２－３ 　０８６　－　△△△　－　□□□□

乗車区間
金川　　駅～　　　　　　　　西川原　　　　駅　間

※　原則乗車区間は、金川駅から自宅最寄り駅までとなります。
岡山

学期定期券購入申込書（１・２年）

岡山県立岡山御津高等学校　　　

フリガナ

性　　別
男
・
女

年　　齢 16

氏　　名

記 入 例



※黒のボールペンで記入してください。

※この用紙の裏面に記入例があります。

※ホッチキスで留めてありますので、申込書だけ外して提出してください。

通用期間：平成２８年１月８日～平成２８年３月１日

年次 1 ミツ　イチロウ

組 ○ 御津　一郎

電話番号

経由地

●記入した申込書を、平成２７年１２月２１日（月）までに事務室に提出してください。

学期定期券購入申込書（３年）

岡山県立岡山御津高等学校　　　

フリガナ

性　　別
男
・
女

年　　齢 16

氏　　名

●提出の際には、何の用件で事務室まで来たのかが分かるように、氏名と用件を伝えてくださ
　 い。

住　　　所 岡山市中区○○１－２－３ 　０８６　－　△△△　－　□□□□

乗車区間
金川　　駅～　　　　　　　　西川原　　　　駅　間

※　原則乗車区間は、金川駅から自宅最寄り駅までとなります。
岡山

記 入 例



岡山県立岡山御津高等学校　学期定期券運賃表（１・２年）

経由地 金額（単位：円）

金川～ 因美線/姫新線 東津山 津山 23,290
金川～ 弓削 17,210
金川～ 福渡 12,300
金川～ 建部 9,720
金川～ 牧山 10,340
金川～ 玉柏 12,600
金川～ 備前原 13,850
金川～ 法界院 16,380
金川～ 岡山 16,990
金川～ 大多羅 岡山・東岡山 18,330
金川～ 西大寺 岡山・東岡山 19,090
金川～ 伊里 岡山・東岡山 30,660
金川～ 東岡山 岡山 17,630
金川～ 西川原 岡山 17,270
金川～ 高島 岡山 17,350
金川～ 瀬戸 岡山 19,660
金川～ 北長瀬 岡山 17,350
金川～ 庭瀬 岡山 17,630
金川～ 倉敷 岡山 19,660
金川～ 伯備線 総社 岡山・倉敷 24,350
金川～ 大元 岡山 17,270
金川～ 備前西市 岡山 17,350
金川～ 備前三門 岡山 17,270
金川～ 大安寺 岡山 17,350
金川～ 備前一宮 岡山 17,920
金川～ 吉備津 岡山 18,180
金川～ 備中高松 岡山 18,950
金川～ 総社 岡山 23,010

宇野線

吉備線

　　　　　　学期定期期間：平成２８年 １ 月 ８ 日～平成２８年３月１８日

乗車区間

津山線

赤穂線

赤穂線/
山陽本線

山陽本線/
伯備線



岡山県立岡山御津高等学校　学期定期券運賃表（３年）

経由地 金額（単位：円）

金川～ 因美線/姫新線 東津山 津山 17,620
金川～ 弓削 13,020
金川～ 福渡 9,300
金川～ 建部 7,350
金川～ 牧山 7,820
金川～ 玉柏 9,540
金川～ 備前原 10,480
金川～ 法界院 12,400
金川～ 岡山 12,850
金川～ 大多羅 岡山・東岡山 13,870
金川～ 西大寺 岡山・東岡山 14,440
金川～ 伊里 岡山・東岡山 23,210
金川～ 東岡山 岡山 13,340
金川～ 西川原 岡山 13,070
金川～ 高島 岡山 13,130
金川～ 瀬戸 岡山 14,880
金川～ 北長瀬 岡山 13,130
金川～ 庭瀬 岡山 13,340
金川～ 倉敷 岡山 14,880
金川～ 伯備線 総社 岡山・倉敷 18,430
金川～ 大元 岡山 13,070
金川～ 備前西市 岡山 13,130
金川～ 備前三門 岡山 13,070
金川～ 大安寺 岡山 13,130
金川～ 備前一宮 岡山 13,560
金川～ 吉備津 岡山 13,760
金川～ 備中高松 岡山 14,340
金川～ 総社 岡山 17,410

宇野線

吉備線

　　　　　　学期定期期間：平成２８年 １ 月 ８ 日～平成２８年３月1日

乗車区間

津山線

赤穂線

赤穂線/
山陽本線

山陽本線/
伯備線


