
ご注文商品名(シャツ）：ご注文商品名(シャツ）：ご注文商品名(シャツ）：ご注文商品名(シャツ）： 合計ご注文数：合計ご注文数：合計ご注文数：合計ご注文数： 枚

ご注文商品名（パンツ）：ご注文商品名（パンツ）：ご注文商品名（パンツ）：ご注文商品名（パンツ）： 合計ご注文数：合計ご注文数：合計ご注文数：合計ご注文数： 枚

　C-01　　　C-02　　　C-03　　　C-04 ① ②

　C-05　　　C-06　　　C-07　　　C-08 ③ ④

　C-01　　　C-02　　　C-03　　　C-04 ① ②

　C-05　　　C-06　　　C-07　　　C-08 ③ ④
カラーは商品ページでご確認いただいたカラーバリエーション及びHPをご覧下さい。

上記以外のカラーをご希望の場合は「カラー指定」をお選びいただき、対応した番号のカラーをお選びください。※カラー指定はプラス500円となります。

1111 16161616

2222 17171717

3333 18181818

4444 19191919

5555 20202020

6666 21212121

7777 22222222

8888 23232323

9999 24242424

10101010 25252525

11111111 26262626

12121212 27272727

13131313 28282828

14141414 29292929

15151515 30303030

※シャツのみの場合はパンツ数量の記入は不要です。
※パンツのみの場合はシャツ数量の記入は不要です。

Ｓ　　　　　　　枚Ｓ　　　　　　　枚Ｓ　　　　　　　枚Ｓ　　　　　　　枚

Ｌ　　　　　　　　枚Ｌ　　　　　　　　枚Ｌ　　　　　　　　枚Ｌ　　　　　　　　枚 Ｏ　　　　　　　　枚Ｏ　　　　　　　　枚Ｏ　　　　　　　　枚Ｏ　　　　　　　　枚 ３ＸＯ　　　　　枚３ＸＯ　　　　　枚３ＸＯ　　　　　枚３ＸＯ　　　　　枚

ＳＳ　　　　　　枚ＳＳ　　　　　　枚ＳＳ　　　　　　枚ＳＳ　　　　　　枚

２ＸＯ　　　　　枚２ＸＯ　　　　　枚２ＸＯ　　　　　枚２ＸＯ　　　　　枚

Ｓ　　　　　　　枚Ｓ　　　　　　　枚Ｓ　　　　　　　枚Ｓ　　　　　　　枚

Ｌ　　　　　　　　枚Ｌ　　　　　　　　枚Ｌ　　　　　　　　枚Ｌ　　　　　　　　枚 Ｏ　　　　　　　　枚Ｏ　　　　　　　　枚Ｏ　　　　　　　　枚Ｏ　　　　　　　　枚

Ｓ　　　　　　　枚Ｓ　　　　　　　枚Ｓ　　　　　　　枚Ｓ　　　　　　　枚150　　　　　　　枚150　　　　　　　枚150　　　　　　　枚150　　　　　　　枚

２ＸＯ　　　　　枚２ＸＯ　　　　　枚２ＸＯ　　　　　枚２ＸＯ　　　　　枚

３S　　　　　　　枚３S　　　　　　　枚３S　　　　　　　枚３S　　　　　　　枚

ＸＯ　　　　　　　枚ＸＯ　　　　　　　枚ＸＯ　　　　　　　枚ＸＯ　　　　　　　枚 ３ＸＯ　　　　　枚３ＸＯ　　　　　枚３ＸＯ　　　　　枚３ＸＯ　　　　　枚２ＸＯ　　　　　枚２ＸＯ　　　　　枚２ＸＯ　　　　　枚２ＸＯ　　　　　枚

ＸＯ　　　　　　　枚ＸＯ　　　　　　　枚ＸＯ　　　　　　　枚ＸＯ　　　　　　　枚 ３ＸＯ　　　　　枚３ＸＯ　　　　　枚３ＸＯ　　　　　枚３ＸＯ　　　　　枚

ＳＳ　　　　　　枚ＳＳ　　　　　　枚ＳＳ　　　　　　枚ＳＳ　　　　　　枚

130　　　　　　　枚130　　　　　　　枚130　　　　　　　枚130　　　　　　　枚 140　　　　　　　枚140　　　　　　　枚140　　　　　　　枚140　　　　　　　枚

Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　枚

パンツパンツパンツパンツ
（男性用）（男性用）（男性用）（男性用）

Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　枚 Ｌ　　　　　　　　枚Ｌ　　　　　　　　枚Ｌ　　　　　　　　枚Ｌ　　　　　　　　枚 Ｏ　　　　　　　　枚Ｏ　　　　　　　　枚Ｏ　　　　　　　　枚Ｏ　　　　　　　　枚

Ｓ　　　　　　　枚Ｓ　　　　　　　枚Ｓ　　　　　　　枚Ｓ　　　　　　　枚

Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　枚

ＸＯ　　　　　　　枚ＸＯ　　　　　　　枚ＸＯ　　　　　　　枚ＸＯ　　　　　　　枚

パンツパンツパンツパンツ
（女性用）（女性用）（女性用）（女性用）

３S　　　　　　　枚３S　　　　　　　枚３S　　　　　　　枚３S　　　　　　　枚

Ｌ　　　　　　　　枚Ｌ　　　　　　　　枚Ｌ　　　　　　　　枚Ｌ　　　　　　　　枚 Ｏ　　　　　　　　枚Ｏ　　　　　　　　枚Ｏ　　　　　　　　枚Ｏ　　　　　　　　枚

120　　　　　　　枚120　　　　　　　枚120　　　　　　　枚120　　　　　　　枚 130　　　　　　　枚130　　　　　　　枚130　　　　　　　枚130　　　　　　　枚 140　　　　　　　枚140　　　　　　　枚140　　　　　　　枚140　　　　　　　枚 150　　　　　　　枚150　　　　　　　枚150　　　　　　　枚150　　　　　　　枚

WINDLOPE WINDLOPE WINDLOPE WINDLOPE ランニング[チームウェア]ランニング[チームウェア]ランニング[チームウェア]ランニング[チームウェア]　　　　注文用紙注文用紙注文用紙注文用紙①①①①　　　　FAXFAXFAXFAX：03-6862-9235：03-6862-9235：03-6862-9235：03-6862-9235

〒〒〒〒

　　　　　　　　　　新規　　　　　　　　　　　                    　　　　追加　　（前回ご注文者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　　　　　　新規　　　　　　　　　　　                    　　　　追加　　（前回ご注文者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　　　　　　新規　　　　　　　　　　　                    　　　　追加　　（前回ご注文者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　　　　　　新規　　　　　　　　　　　                    　　　　追加　　（前回ご注文者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　)

フ リ ガ ナ

お名前お名前お名前お名前

住所住所住所住所

お届先お届先お届先お届先
氏名氏名氏名氏名

FAXFAXFAXFAX
番号番号番号番号

お届先お届先お届先お届先
住所住所住所住所

仕　　　様　　　詳　　　細仕　　　様　　　詳　　　細仕　　　様　　　詳　　　細仕　　　様　　　詳　　　細

その他その他その他その他

半袖シャツ半袖シャツ半袖シャツ半袖シャツ
（メンズ）（メンズ）（メンズ）（メンズ）

120　　　　　　　枚120　　　　　　　枚120　　　　　　　枚120　　　　　　　枚 ＳＳ　　　　　　枚ＳＳ　　　　　　枚ＳＳ　　　　　　枚ＳＳ　　　　　　枚

サイズサイズサイズサイズ

半袖シャツ半袖シャツ半袖シャツ半袖シャツ
（ウィメンズ）（ウィメンズ）（ウィメンズ）（ウィメンズ） Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　枚

ＳＳ　　　　　　枚ＳＳ　　　　　　枚ＳＳ　　　　　　枚ＳＳ　　　　　　枚

電話電話電話電話
番号番号番号番号

電話電話電話電話
番号番号番号番号

〒〒〒〒

　　送付先　　　　　お届け先が上記住所と異なる場合のみご記入ください。

お支払方法お支払方法お支払方法お支払方法 □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）□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）□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）□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）

　　　　Eメール（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　Eメール（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　Eメール（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　Eメール（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　　　　FAX（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　FAX（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　FAX（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　FAX（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

フ リ ガ ナ

携帯携帯携帯携帯
番号番号番号番号

２ＸＯ　　　　　枚２ＸＯ　　　　　枚２ＸＯ　　　　　枚２ＸＯ　　　　　枚 ３ＸＯ　　　　　枚３ＸＯ　　　　　枚３ＸＯ　　　　　枚３ＸＯ　　　　　枚

シャツカラーシャツカラーシャツカラーシャツカラー カラー指定カラー指定カラー指定カラー指定

サイズサイズサイズサイズ 番号番号番号番号

■■■■番号番号番号番号・サイズ・・サイズ・・サイズ・・サイズ・個人名個人名個人名個人名・パンツサイズ・パンツサイズ・パンツサイズ・パンツサイズ等等等等■■■■

番号番号番号番号

ＸＯ　　　　　　　枚ＸＯ　　　　　　　枚ＸＯ　　　　　　　枚ＸＯ　　　　　　　枚

その他その他その他その他
パンツパンツパンツパンツ
サイズサイズサイズサイズ

パンツパンツパンツパンツ
サイズサイズサイズサイズ個人名個人名個人名個人名 個人名個人名個人名個人名

お見積のお見積のお見積のお見積の
連絡方法連絡方法連絡方法連絡方法

※イメージ画像（フルカラー）等をお送りするため、なるべくメールアドレスの記入をお願い致します。

パンツカラーパンツカラーパンツカラーパンツカラー カラー指定カラー指定カラー指定カラー指定



※カラー、フォントは全てHPからお選び下さい。※カラー、フォントは全てHPからお選び下さい。※カラー、フォントは全てHPからお選び下さい。※カラー、フォントは全てHPからお選び下さい。

□ フォント（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）※HPよりお選び下さい

□ その他フォント（　　　　　　　             　　　　）

□ オリジナルチーム名（500円） □入稿なし（デザイン料3,000円～10,000円）

一重 ・ 縁取り ・ スライド

□ フォント（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）※HPよりお選び下さい

一重 ・ 縁取り ・ スライド

□縦6cm　　　□縦10cm　　　□15cm　　　□縦20cm

番号の大きさは高さ２０ｃｍ、１５ｃｍ、１０ｃｍ、６ｃｍでマーキング致します。マーキング位置によって番号の大きさは異なります。

詳しくは下記の図をご参照下さいませ。

左胸/右胸/左袖/右袖/チーム名左下/チーム名左上/チーム名右下/チーム名右上…サイズ：6cm、10cm

胸中央…サイズ：10cm、15cm チーム名下中央/チーム名上中央…サイズ：6cm、10cm、15cm

背中上中央…サイズ：6cm 背中上中央…サイズ：15cm、20cm

チーム名の上中央 チーム名の左下　　　チーム名の左上

左胸/右胸 左袖/右袖 　　　胸中央 チーム名の下中央 チーム名の右下　　　チーム名の右上 背中上中央 背中中央

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　） ※HPよりお選び下さい

一重 ・ 縁取り ・ スライド

□ストレート　 □アーチ □背中上 □背中中央 □その他（　　　　　）

Ｎo.(                        )

□　なし　（デザイン料3,000円～10000円） □  あり ※オリジナルロゴマークの場合ご記入ください。

□基本ロゴ □（胸中央）ロゴ特大（－３００円） □胸中央ロゴ大（－200円）

□背中上ロゴ大（－200円） □片胸ロゴ小（－100円）　 左胸　・　右胸

□袖ロゴ小（－100円） 左胸　・　右胸 □ロゴなし（300円）

その他希望

デザイン

あ
り
の
場
合

取り付け位置
□左胸　　□右胸　　□左袖　　□右袖　　□胸中央　　□背中中央　　□背中上中央　□背中裾　　□左裾　　□右
裾　　　　　　　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　）

加工方法 縁取りorスライドカラーカラー

あ
り
の
場
合

カラー

位置

フォント

スタイル

加工方法

カラー３

位置

カラー

番号番号番号番号マーキングマーキングマーキングマーキング（（（（無料無料無料無料））））
※※※※マーキングカラーでマーキングカラーでマーキングカラーでマーキングカラーで柄柄柄柄をおをおをおをお選選選選びのびのびのびの場合場合場合場合はははは別途300円別途300円別途300円別途300円のオプションのオプションのオプションのオプション代金代金代金代金がががが発生発生発生発生しますしますしますします。。。。

□　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□あり　　　　　　

あ
り
の
場
合

サイズ

あ
り
の
場
合 位置

□左胸　　□右胸　　□左袖　　□右袖　　□胸中央　　□チーム名の上中央　　□チーム名の下中央
□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　□背中上中央　□背中中
央　　　　　　□左裾　□右裾　□その他（　　　　　　　　　　）

NAME4

□　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□あり　　　　　　

□胸中央　　　□背中上　　　□背中中央　　　□右胸　　　□左胸　　　□右袖　　　□左袖　　　□左裾　　　□
右裾　　　　　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　）

□入稿あり　

加工方法 縁取りorスライドカラー

フォント

フォント

NAME１

カラー１

シャツ

ブランドロゴブランドロゴブランドロゴブランドロゴ（（（（選択選択選択選択オプションオプションオプションオプション））））

縁取りorスライドカラー

※ご希望のロゴマークの番号をご記入ください。
※オリジナルエンブレムをご希望場合は【オリジナル】と記入ください。

ロゴマークロゴマークロゴマークロゴマーク（（（（追加追加追加追加オプションオプションオプションオプション：500：500：500：500円円円円））））

NAME3

オリジナルロゴマークデータ入稿

カラー２

カラー４

NAME2

個人名個人名個人名個人名マーキングマーキングマーキングマーキング（（（（追加追加追加追加オプションオプションオプションオプション：700：700：700：700円円円円））））

□　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□あり　　　　　　

WINDLOPE WINDLOPE WINDLOPE WINDLOPE ランニング[チームウェア]ランニング[チームウェア]ランニング[チームウェア]ランニング[チームウェア]　　　　注文用紙注文用紙注文用紙注文用紙②②②②　　　　FAXFAXFAXFAX：03-6862-9235：03-6862-9235：03-6862-9235：03-6862-9235

□　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□あり　　　　　　チーム名称：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※ご希望のフォント名をご記入ください。パソコンで出力可能なものに限
り、マーキングいたします。例）ゴシック体、明朝体など

チームチームチームチーム名名名名マーキングマーキングマーキングマーキング（（（（無料無料無料無料））））
※※※※マーキングカラーでマーキングカラーでマーキングカラーでマーキングカラーで柄柄柄柄をおをおをおをお選選選選びのびのびのびの場合場合場合場合はははは別途300円別途300円別途300円別途300円のオプションのオプションのオプションのオプション代金代金代金代金がががが発生発生発生発生しますしますしますします。。。。オリジナルチームオリジナルチームオリジナルチームオリジナルチーム名名名名は500は500は500は500円円円円


