
□新規 □追加

〒

□Eメール □FAX

〒

□シャツのみ □シャツ・パンツセット □シャツ・パンツ・ストッキングセット

枚

120 枚 130 枚 枚 150 枚 SS 枚 S 枚

M 枚 L 枚 O 枚 XO 枚 2XO 枚 3XO 枚

120 枚 130 枚 枚 150 枚 SS 枚 S 枚

M 枚 L 枚 O 枚 XO 枚 2XO 枚 3XO 枚

120 枚 130 枚 枚 150 枚 SS 枚 S 枚

M 枚 L 枚 O 枚 XO 枚 2XO 枚 3XO 枚

□Vタイプ　　　□Oタイプ

カラー1 カラー

カラー2

カラー3

カラー4

カラー1

カラー2

カラー3

カラー4

（前回注文者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※チーム名・番号のみ可能※チーム名・番号のみ可能※チーム名・番号のみ可能※チーム名・番号のみ可能 　(注文用紙には、グラデーションの種類G1・G2・G3のどのタイプかもご記入ください） 　(注文用紙には、グラデーションの種類G1・G2・G3のどのタイプかもご記入ください） 　(注文用紙には、グラデーションの種類G1・G2・G3のどのタイプかもご記入ください） 　(注文用紙には、グラデーションの種類G1・G2・G3のどのタイプかもご記入ください）
ワイン　　パープル　　ラベンダー　　ネイビー　　ブルー　　スカイブルー　　ライトブルー　グリーン　　ライトグリーン　　ダークレッド
ゴールデンブラウン　　ライムイエロー　　イエロー　　ライトオレンジ　　オレンジ　　ホットピンク　ピンク　　レッド　　シルバー

ユニユニユニユニ
フォームフォームフォームフォーム
カラーカラーカラーカラー

ブラック　　ホワイト　　グレー　　ライトグレー　　ワイン　　パープル　　ラベンダー　　ネイビー　　ブルー　　スカイブルー　　ライトブルー
ダークグリーン　　グリーン　　ライトグリーン　　ゴールデンブラウン　　ライムイエロー　　イエロー　　ライトオレンジ　　オレンジ　　ホットピンク
ピンク　　レッド　　ダークレッド

C-01    C-02

C-03    C-04 

C-05    C-06

C-07　  C-08

※商品カラーは下記よりお選びいただけます※商品カラーは下記よりお選びいただけます※商品カラーは下記よりお選びいただけます※商品カラーは下記よりお選びいただけます

商品カラー商品カラー商品カラー商品カラー

【ストッキングカラー】【ストッキングカラー】【ストッキングカラー】【ストッキングカラー】
黒　　白　　黄　　水色　青　　紺　　赤　　ピンク

オレンジ　　緑　　ワインレッド
黒×白　 青×白　 紺×白　 紫×白　 赤×白

オレンジ×白　 緑×白　 黄×黒
※Mサイズは黒・白・黄・赤・青・緑の6色のみ※Mサイズは黒・白・黄・赤・青・緑の6色のみ※Mサイズは黒・白・黄・赤・青・緑の6色のみ※Mサイズは黒・白・黄・赤・青・緑の6色のみ

【シャツ・パンツカラー】【シャツ・パンツカラー】【シャツ・パンツカラー】【シャツ・パンツカラー】
ブラック　　ホワイト　　グレー　　ライトグレー　　ワイン　　パープル　　ラベンダー
ネイビー　　ブルー　スカイブルー　　ライトブルー　　ダークグリーン　　グリーン

ライトグリーン　　ゴールデンブラウン　　ライムイエロー　　イエロー　　ライトオレンジ
オレンジ　　ホットピンク　　ピンク　　レッド　　ダークレッド

ストッキングストッキングストッキングストッキングカラー指定※1枚＋500円カラー指定※1枚＋500円カラー指定※1枚＋500円カラー指定※1枚＋500円

パパパパ
ンンンン
ツツツツ

シシシシ
ャャャャ
ツツツツ

半袖シャツ半袖シャツ半袖シャツ半袖シャツ

単色単色単色単色

生地タイプ生地タイプ生地タイプ生地タイプ

ストッキングストッキングストッキングストッキング

140

L（25-27cm）　　　　　　　　足 M（22-24cm）　　　　　　　　　　足

140

合計数量合計数量合計数量合計数量

140

□サテン　　□メッシュ　　□メッシュヘビーウェイト（+上下各500円） 首タイプ首タイプ首タイプ首タイプ

パンツパンツパンツパンツ

長袖シャツ長袖シャツ長袖シャツ長袖シャツ

グラデーショングラデーショングラデーショングラデーション
対応色対応色対応色対応色

柄柄柄柄
（300円）（300円）（300円）（300円）

※チーム名・番号のみ可能※チーム名・番号のみ可能※チーム名・番号のみ可能※チーム名・番号のみ可能
迷彩01　　迷彩02　　迷彩03　　迷彩04　　ヒョウ柄01　　ヒョウ柄02　　ヒョウ柄03　　ヒョウ柄04　　ゼブラ柄01　　ゼブラ柄02　　ゼブラ柄03
ゼブラ柄04　　水玉01　　水玉02　　水玉03　　水玉04

■マーキング仕様　　　　　　　　※マーキングカラーは下記よりお選びいただけます■マーキング仕様　　　　　　　　※マーキングカラーは下記よりお選びいただけます■マーキング仕様　　　　　　　　※マーキングカラーは下記よりお選びいただけます■マーキング仕様　　　　　　　　※マーキングカラーは下記よりお選びいただけます

■商品仕様■商品仕様■商品仕様■商品仕様

□郵便振替（ゆうちょ） 　 □銀行振込（楽天銀行）　  □代金引換（現金）　  □代金引換（クレジットカード） 　 □代金引換（電子マネー）

ご注文ご注文ご注文ご注文
商品名商品名商品名商品名

購入形態購入形態購入形態購入形態

電話電話電話電話
番号番号番号番号

PixoAleiroユニフォーム　FAX注文用紙①　FAX番号：03-6862-9235PixoAleiroユニフォーム　FAX注文用紙①　FAX番号：03-6862-9235PixoAleiroユニフォーム　FAX注文用紙①　FAX番号：03-6862-9235PixoAleiroユニフォーム　FAX注文用紙①　FAX番号：03-6862-9235

フリガナ
携帯携帯携帯携帯
番号番号番号番号

氏名氏名氏名氏名

購入区分購入区分購入区分購入区分

■お客様情報■お客様情報■お客様情報■お客様情報

携帯携帯携帯携帯
番号番号番号番号

送付先送付先送付先送付先
ご住所ご住所ご住所ご住所

送付先送付先送付先送付先
氏名氏名氏名氏名

■商品送付先　　※上記住所と異なる場合のみ、ご記入ください。■商品送付先　　※上記住所と異なる場合のみ、ご記入ください。■商品送付先　　※上記住所と異なる場合のみ、ご記入ください。■商品送付先　　※上記住所と異なる場合のみ、ご記入ください。

電話電話電話電話
番号番号番号番号

フリガナ

ご住所ご住所ご住所ご住所

お支払方法お支払方法お支払方法お支払方法

ご連絡方法ご連絡方法ご連絡方法ご連絡方法



プリント位置

□あり□あり□あり□あり □なし□なし□なし□なし チーム名称　：　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□あり□あり□あり□あり □なし□なし□なし□なし ※エンブレムカラーの指定がない場合は空欄のままで結構です※エンブレムカラーの指定がない場合は空欄のままで結構です※エンブレムカラーの指定がない場合は空欄のままで結構です※エンブレムカラーの指定がない場合は空欄のままで結構です

□あり□あり□あり□あり □なし□なし□なし□なし

□あり□あり□あり□あり □なし□なし□なし□なし ※ロゴマークカラーの指定がない場合は空欄のままで結構です※ロゴマークカラーの指定がない場合は空欄のままで結構です※ロゴマークカラーの指定がない場合は空欄のままで結構です※ロゴマークカラーの指定がない場合は空欄のままで結構です

カラー3

カラー1

カラー2

個人名個人名個人名個人名
（700円）（700円）（700円）（700円）

番号番号番号番号
（無料）（無料）（無料）（無料）

チーム名チーム名チーム名チーム名
（無料）（無料）（無料）（無料）

デザイン

フォント No.                                                                  ※HPよりお選びください。番号フォントは背・胸・パンツ全て統一です

□基本ロゴ　　□胸中央 特大ロゴ（-300円）　　□胸中央 ロゴ大（－200円）　　□背番号上 ロゴ大（－200円）

□左胸 ロゴ小（－100円）　□右胸 ロゴ小（－100円）　　□左袖 ロゴ小（－100円）　　□右袖 ロゴ小（－100円）

□ロゴなし（+300円）

スタイル

プリント位置

ストレート・アーチ　（いずれかに○）

メインカラー

No.

■マーキング仕様　■マーキング仕様　■マーキング仕様　■マーキング仕様　

背番号上・背番号下　（いずれかに○）

二重カラー

メインカラー

□PixoAleiroフォント（No.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　※HPにあるPixoAleiroのフォントNoをご記入ください

□その他フォント（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　※上記以外のフォント（PCで入力可能なもの）をご希望の場合、ご記入ください

二重カラー

メインカラー

フォント

胸中央・左胸・右胸・
チーム名の上中央・チーム名の右下・
チーム名の左下・チーム名の右上・

チーム名の左上
（いずれかに○）

二重カラー

フォント
※HPよりお選びください

胸番号　　□あり　　□なし胸番号　　□あり　　□なし胸番号　　□あり　　□なし胸番号　　□あり　　□なし

カラー4

PixoAleiroユニフォーム　FAX注文用紙②　FAX番号：03-6862-9235PixoAleiroユニフォーム　FAX注文用紙②　FAX番号：03-6862-9235PixoAleiroユニフォーム　FAX注文用紙②　FAX番号：03-6862-9235PixoAleiroユニフォーム　FAX注文用紙②　FAX番号：03-6862-9235

ブランドロゴブランドロゴブランドロゴブランドロゴ

パンツ番号　　□あり　　□なしパンツ番号　　□あり　　□なしパンツ番号　　□あり　　□なしパンツ番号　　□あり　　□なし 背番号　　　□あり　　□なし背番号　　　□あり　　□なし背番号　　　□あり　　□なし背番号　　　□あり　　□なし

メインカラー

二重カラー

メインカラー

二重カラー

プリント位置
左裾・右裾　（いず

れかに○）

NAME2

NAME3

NAME4

プリント位置

□PixoAleiroエンブレム（No.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　※HPにあるPixoAleiroのエンブレムNoをご記入ください

□オリジナルエンブレム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※お客様独自のエンブレムマーキングをご希望の場合、チェックしてください

胸中央・左胸・右胸・背番号上・背番号下・左袖・右袖
（いずれかに○）

エンブレムエンブレムエンブレムエンブレム
（無料）（無料）（無料）（無料）

オリジナルエンブレムデータ入稿
（オリジナルエンブレムをご希望の方のみチェック）

プリント位置

□あり　　□なし
（※なしの場合、デザイン料3,000～10,001円が別途発生します）

左胸・右胸・左袖・右袖・その他（　　　　　　　　　　　　）
　　（いずれかに○）

NAME1

ロゴマークロゴマークロゴマークロゴマーク
（500円）（500円）（500円）（500円）

デザイン
□PixoAleiroエンブレム（No.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　※HPにあるPixoAleiroのロゴマークNoをご記入ください

□オリジナルロゴマーク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※お客様独自のロゴマークをご希望の場合、チェックしてください

カラー1 NAME1

カラー2 NAME2

カラー3 NAME3

カラー4 NAME4

オリジナルロゴマークデータ入稿
（オリジナルロゴマークをご希望の方のみチェック）

□あり　　□なし
（※なしの場合、デザイン料3,000～10,000円が別途発生します）

プリント位置
胸中央・左胸・右胸・背番号上・背番号下・
左袖・右袖・その他（　　　　　　　　　　　　）

　　（いずれかに○）



番号番号番号番号 シャツ袖シャツ袖シャツ袖シャツ袖
パンツパンツパンツパンツ
サイズサイズサイズサイズ 番号番号番号番号

パンツパンツパンツパンツ
サイズサイズサイズサイズ

例） 12 半袖 L 22

1 23

2 24

3 25

4 26

5 27

6 28

7 29

8 30

9 31

10 32

11 33

12 34

13 35

14 36

15 37

16 38

17 39

18 40

19 41

20 42

21 43

■その他の希望■その他の希望■その他の希望■その他の希望

フットサルユニフォームブランド PixoAleiro（ピクサレイロ）
Mail：info@pixoaleiro.com

TEL：03-6806-6688　FAX：03-6862-9235　営業時間 10:00～18:00（土日祝除く）

■お問合せ先■お問合せ先■お問合せ先■お問合せ先

シャツシャツシャツシャツ
サイズサイズサイズサイズ

M

個人名個人名個人名個人名

■ユニフォームサイズ■ユニフォームサイズ■ユニフォームサイズ■ユニフォームサイズ

YAMADA

PixoAleiroユニフォーム　FAX注文用紙③　FAX番号：03-6862-9235PixoAleiroユニフォーム　FAX注文用紙③　FAX番号：03-6862-9235PixoAleiroユニフォーム　FAX注文用紙③　FAX番号：03-6862-9235PixoAleiroユニフォーム　FAX注文用紙③　FAX番号：03-6862-9235

シャツ袖シャツ袖シャツ袖シャツ袖
シャツシャツシャツシャツ
サイズサイズサイズサイズ 個人名個人名個人名個人名


