
□□□□シャツのみ □□□□シャツ・パンツセット □□□□パンツのみ

枚枚枚枚

＜シャツ＞＜シャツ＞＜シャツ＞＜シャツ＞

枚枚枚枚 枚枚枚枚 枚枚枚枚 枚枚枚枚 SSSSSSSS 枚枚枚枚 SSSS 枚枚枚枚

枚枚枚枚 LLLL 枚枚枚枚 枚枚枚枚 枚枚枚枚 2XO2XO2XO2XO 枚枚枚枚 3XO3XO3XO3XO 枚枚枚枚

枚枚枚枚 枚枚枚枚 枚枚枚枚 枚枚枚枚 SSSSSSSS 枚枚枚枚 SSSS 枚枚枚枚

枚枚枚枚 LLLL 枚枚枚枚 枚枚枚枚 枚枚枚枚 2XO2XO2XO2XO 枚枚枚枚 3XO3XO3XO3XO 枚枚枚枚

枚枚枚枚 枚枚枚枚 枚枚枚枚 枚枚枚枚 LLLL 枚枚枚枚 OOOO 枚枚枚枚

枚枚枚枚 2XO2XO2XO2XO 枚枚枚枚 枚枚枚枚

枚枚枚枚 枚枚枚枚 枚枚枚枚 枚枚枚枚 LLLL 枚枚枚枚 OOOO 枚枚枚枚

枚枚枚枚 2XO2XO2XO2XO 枚枚枚枚 枚枚枚枚

枚枚枚枚 枚枚枚枚 枚枚枚枚 枚枚枚枚 LLLL 枚枚枚枚 OOOO 枚枚枚枚

枚枚枚枚 2XO2XO2XO2XO 枚枚枚枚 枚枚枚枚

枚枚枚枚 枚枚枚枚 枚枚枚枚 枚枚枚枚 LLLL 枚枚枚枚 OOOO 枚枚枚枚

枚枚枚枚 2XO2XO2XO2XO 枚枚枚枚 枚枚枚枚

＜パンツ＞＜パンツ＞＜パンツ＞＜パンツ＞

枚枚枚枚 枚枚枚枚 枚枚枚枚 枚枚枚枚 SSSSSSSS 枚枚枚枚 SSSS 枚枚枚枚

枚枚枚枚 LLLL 枚枚枚枚 枚枚枚枚 枚枚枚枚 2XO2XO2XO2XO 枚枚枚枚 3XO3XO3XO3XO 枚枚枚枚

枚枚枚枚 SSSSSSSS 枚枚枚枚 SSSS 枚枚枚枚 枚枚枚枚 LLLL 枚枚枚枚 枚枚枚枚

枚枚枚枚 2XO2XO2XO2XO 枚枚枚枚 3XO3XO3XO3XO 枚枚枚枚

ユニフォームカラーは商品ページのカラーバリエーションをご覧下さい。

「カラー指定」の場合は、ご希望のカラーをご記入ください。※カラー指定はプラス500円となります。

OOOO

シャツシャツシャツシャツ パンツパンツパンツパンツ

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

W-01　 W-02     

カラーカラーカラーカラー
　指定　指定　指定　指定
※1枚※1枚※1枚※1枚

＋500円＋500円＋500円＋500円C-03    C-04 カラー3カラー3カラー3カラー3

カラー1カラー1カラー1カラー1

カラー2カラー2カラー2カラー2

カラー3カラー3カラー3カラー3

C-01    C-02 カラー2カラー2カラー2カラー2

カラー1カラー1カラー1カラー1

C-05    C-06 カラー4カラー4カラー4カラー4カラー4カラー4カラー4カラー4

□□□□　サテン ※パンツのみ
生
地

□□□□  メッシュ □□□□  ヘビーウェイト
　　（1枚各＋500円）

□□□□  ストレッチ
　　（1枚各＋1,000円）

首
タ
イ
プ

□  Oタイプ

□　Vタイプ

合計数量合計数量合計数量合計数量

男性用男性用男性用男性用
120120120120 130130130130 140140140140 150150150150

MMMM OOOO XOXOXOXO

MMMM

購入形態購入形態購入形態購入形態

ご注文商品名ご注文商品名ご注文商品名ご注文商品名

女性用女性用女性用女性用
3S3S3S3S

XOXOXOXO

XOXOXOXO

コンフォートタコンフォートタコンフォートタコンフォートタ
イプ　半袖イプ　半袖イプ　半袖イプ　半袖

男性用男性用男性用男性用
半袖半袖半袖半袖

120120120120

男性用男性用男性用男性用
長袖長袖長袖長袖

MMMM

3XO3XO3XO3XO

コンフォートタコンフォートタコンフォートタコンフォートタ
イプ　長袖イプ　長袖イプ　長袖イプ　長袖

3S3S3S3S SSSSSSSS SSSS

MMMM

XOXOXOXO 3XO3XO3XO3XO

3S3S3S3S SSSSSSSS SSSS

Milegraバレーボールユニフォーム 注文用紙① FAX：03-6862-9235

 　　　 　　　 　　　 　　　　□新規　　　　　　　　　　　　　　　　新規　　　　　　　　　　　　　　　　新規　　　　　　　　　　　　　　　　新規　　　　　　　　　　　　　　　　　□追加追加追加追加　（前回注文者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

140140140140 150150150150

携帯
番号

住所住所住所住所
〒〒〒〒

お名前お名前お名前お名前
フリガナ 電話電話電話電話

番号番号番号番号

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

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。

携帯
番号

お届き先お届き先お届き先お届き先
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

フリガナ
電話電話電話電話
番号番号番号番号

お支払お支払お支払お支払
方法方法方法方法 □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）

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

130130130130

MMMM XOXOXOXOOOOO

120120120120 130130130130 140140140140 150150150150

MMMM OOOO XOXOXOXO

スリムタイプスリムタイプスリムタイプスリムタイプ

半袖半袖半袖半袖

3S3S3S3S SSSSSSSS SSSS MMMM

XOXOXOXO 3XO3XO3XO3XO

スリムタイプスリムタイプスリムタイプスリムタイプ

長袖長袖長袖長袖

3S3S3S3S SSSSSSSS SSSS MMMM

XOXOXOXO 3XO3XO3XO3XO

デ
ザ
イ
ン

C-05    C-06

カラーカラーカラーカラー
　指定　指定　指定　指定
※1枚※1枚※1枚※1枚

＋500円＋500円＋500円＋500円

C-01    C-02

C-03    C-04 

キャプテンマーク別布
　※＋1個500円

別布キャプテンマークをご希望の場合は、必要な個数をご記入ください。（　　　　個）
　※縫付・接着はお客様ご自身でお願いいたします。

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

W-01　 W-02     



※HPの「マーキング加工について」にて、デザイン、カラー、加工方法などをご確認ください。

□□□□胸中央 　□□□□背番号上

□□□□胸番号の左上 　□ 　□ 　□ 　□胸番号の右上

背番号サイズ □□□□縦15センチ　　□□□□縦20センチ 胸番号サイズ □□□□縦10センチ　　□□□□縦15センチ

胸番号位置　

パンツ番号位置 □□□□左裾　　　□　　　□　　　□　　　□右裾

□□□□03全日本女子型 □□□□08全日本女子型 □□□□05シーガルズ型

□□□□08全日本男子型 □□□□フルブロック型 □□□□ブレーンブロック型

スタイル □□□□ストレート　□□□□アーチ 位置 □□□□背番号上 □□□□背番号下

メインカラー： 縁取カラー：

□□□□フルブロック型 □□□□ブレーンブロック型 □□□□ゴシック体 □□□□明朝体 □□□□楷書体

位置 □□□□左袖 □□□□右袖

メインカラー： 縁取カラー：

※タイプ：男性用の場合→「男」，スリムタイプ場合→「ス」，コンフォートタイプの場合→「コ」でご記入ください。
※袖：半袖の場合→「半」、長袖の場合→「長」でご記入ください。

タタタタ
イイイイ
ププププ

袖袖袖袖
ササササ
イイイイ
ズズズズ

タタタタ
イイイイ
ププププ

袖袖袖袖
ササササ
イイイイ
ズズズズ

例 男 半 Ｓ 11

例 男 長 Ｍ 12

例 ス 半 Ｌ 13

例 コ 長 O 14

1 15

2 16

3 17

4 18

5 19

6 20

7 21

8 22

9 23

10 24
■その他のご希望

加工方法加工方法加工方法加工方法
ノーマル以外の場合は

カラーもお選びください。

□□□□チーム名の下中央　　□□□□チーム名の左下　　□□□□チーム名の右下　　□□□□胸中央

＜シャツ＞□□□□ノーマル □□□□縁取り □□□□枠 □□□□縁取りシャドー □□□□枠シャドー（カラー：　　　　　　　　　　　　　　）

＜パンツ＞□□□□ノーマル □□□□縁取り □□□□枠 □□□□縁取りシャドー □□□□枠シャドー（カラー：　　　　　　　　　　　　　　）

□□□□ロゴなし　　□□□□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）

チーム名 名称

＜シャツ＞ ＜パンツ＞

Milegraバレーボールユニフォーム 注文用紙② FAX：03-6862-9235

マーキングデザイン（無料）　※チーム名とナンバーマーキングデザイン（無料）　※チーム名とナンバーマーキングデザイン（無料）　※チーム名とナンバーマーキングデザイン（無料）　※チーム名とナンバー

デザインデザインデザインデザイン

メインカラーメインカラーメインカラーメインカラー

7 SUZUKI

5

6

袖
チーム

名

個人名

フォント

フォント

カラー

4 YAMADA キャプテンマーク

番号番号番号番号 名前名前名前名前 備考備考備考備考 番号番号番号番号 備考備考備考備考名前名前名前名前

マーキングデザイン（有料）　※個人名（追加700円/枚）　袖チーム名（500円/枚）マーキングデザイン（有料）　※個人名（追加700円/枚）　袖チーム名（500円/枚）マーキングデザイン（有料）　※個人名（追加700円/枚）　袖チーム名（500円/枚）マーキングデザイン（有料）　※個人名（追加700円/枚）　袖チーム名（500円/枚）

■番号・サイズ・個人名備考など■番号・サイズ・個人名備考など■番号・サイズ・個人名備考など■番号・サイズ・個人名備考など

名称

カラー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 位置　

番号

ブランドロゴ（選択オプション）※1つ選択ブランドロゴ（選択オプション）※1つ選択ブランドロゴ（選択オプション）※1つ選択ブランドロゴ（選択オプション）※1つ選択


