
購入形態購入形態購入形態購入形態：：：： □3点セット　　　　□2点セット　　　□１点セット

セットタイプセットタイプセットタイプセットタイプ：：：： □一重圧着(ラバー)　□ニ重圧着(ラバー)　□一重圧着　□ニ重圧着　□一重千鳥掛け刺繍　□一重縁取り刺繍

レギュラー

ロング

ストレート

Jサイズ Fサイズ O(X)サイズ

シャツ

キャップ

カラー：　

前立て前立て前立て前立て
（ハーフ）（ハーフ）（ハーフ）（ハーフ）

袖（1本）袖（1本）袖（1本）袖（1本）

ジュニアサイズジュニアサイズジュニアサイズジュニアサイズ
Jr.Sサイズ130cm～140cm
Jr.Mサイズ140cm～150cm
Jr.Lサイズ150cm～160cm

袖（2本）袖（2本）袖（2本）袖（2本）

肩肩肩肩

脇脇脇脇

前袖脇前袖脇前袖脇前袖脇

後袖脇後袖脇後袖脇後袖脇

サイズ：　　4ｍｍ　　9ｍｍ　12ｍｍ　18ｍｍ　36ｍｍ

サイズ：　　4ｍｍ　　9ｍｍ　12ｍｍ　18ｍｍ　30ｍｍ

サイズ：　　4ｍｍ　　9ｍｍ　12ｍｍ　18ｍｍ　30ｍｍ

Jr.L

140 150

サイズ：　　　　　　　 9ｍｍ　12ｍｍ　18ｍｍ　30ｍｍ

サイズ：　　4ｍｍ　　9ｍｍ　12ｍｍ　18ｍｍ　30ｍｍ

サイズ：　　4ｍｍ　　9ｍｍ　12ｍｍ

サイズ：　　4ｍｍ　　9ｍｍ　12ｍｍ

サイズ：　　4ｍｍ　　9ｍｍ　12ｍｍ

サイズ：　　4ｍｍ　　9ｍｍ　12ｍｍ　18ｍｍ　30ｍｍ

ご用意がございません

Jr.S

130

Jr.M

お届先お届先お届先お届先
住所住所住所住所

イージーオーダーイージーオーダーイージーオーダーイージーオーダー　　　　　　　　仕様詳細仕様詳細仕様詳細仕様詳細

160

お支払お支払お支払お支払
方法方法方法方法

□□□□郵便振替（郵便局）  　　 　   　　 　   　　 　   　　 　 □□□□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）

O6

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。

お見積お見積お見積お見積
の連絡の連絡の連絡の連絡
方法方法方法方法

FAXFAXFAXFAX
番号番号番号番号

　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 イージーオーダーイージーオーダーイージーオーダーイージーオーダー　　　　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　　（前回注文者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　　　　　　新規　　　　　　　　　　　                    　　　　追加　　（前回注文者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　　　　　　新規　　　　　　　　　　　                    　　　　追加　　（前回注文者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　　　　　　新規　　　　　　　　　　　                    　　　　追加　　（前回注文者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　)

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

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

フ リ ガ ナ

〒〒〒〒

携帯携帯携帯携帯
番号番号番号番号

XOS M L
サイズ

大人大人大人大人サイズサイズサイズサイズ

　　　　FAX（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　FAX（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　FAX（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　FAX（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

キャップ

カラー：　

カラー：　

カラー：　

カラー：　

カラー：　

カラー：　

カラー：　

カラー：　

カラー：　

カラー
シャツ　(タイプ1のみ　単色)

パ
ン
ツ

パンツ

袖口（1本）袖口（1本）袖口（1本）袖口（1本） カラー：　

サイズ：　　4ｍｍ　　9ｍｍ　12ｍｍ　18ｍｍ　30ｍｍ

ララララ
　　　　
　　　　
イイイイ
　　　　
　　　　
ンンンン
　　　　
　　　　
加加加加
　　　　
　　　　
工工工工

首　首　首　首　

前立て前立て前立て前立て

サイドラインサイドラインサイドラインサイドライン
（1本）（1本）（1本）（1本）

サイズ：　　4ｍｍ　　9ｍｍ　12ｍｍ　18ｍｍ　30ｍｍ

※こちらのサイ
ズよりも大きい
サイズをご希望
の場合は、別途
お問い合わせく

ださい

O

※ホームページをご確
認いただき、希望のライ
ンの幅を選択し、希望カ
ラーをご記入ください。

※シャツ2箇所、パンツ
1本がライン加工可能
です。

※基本の太さは4mmで
す。
9mm、12mm、18mm、
30mmの場合はそれぞ
れ1箇所追加料金50
円、100円、100円、150
円となります。

※2色の12ｍｍライン
機構の場合、ラインの
順位をご注意ください。



デザイン（字体）：

チーム名称：

備考備考備考備考

1111 21212121

2222 22222222

3333 23232323

4444 24242424

5555 25252525

6666 26262626

7777 27272727

8888 28282828

9999 29292929

10101010 30303030

11111111 31313131

12121212 32323232

13131313 33333333

14141414 34343434

15151515 35353535

16161616 36363636

17171717 37373737

18181818 38383838

19191919 39393939

20202020 40404040

シャツサイズシャツサイズシャツサイズシャツサイズ

キャップマーク文字：キャップマーク文字：キャップマーク文字：キャップマーク文字：
（1文字～3文字）（1文字～3文字）（1文字～3文字）（1文字～3文字）

背番号背番号背番号背番号

※4枚目の注文用紙を参
照し、ご記入ください

　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 イージーオーダーイージーオーダーイージーオーダーイージーオーダー　　　　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

キャップマークキャップマークキャップマークキャップマークチーム名チーム名チーム名チーム名

個人名個人名個人名個人名

ママママ　　　　ーーーー　　　　キキキキ　　　　ンンンン　　　　ググググ

※ご希望のタイプにて、カラーのご記入をお願
いします。カラーは注文用紙③の表をご参照く
ださい。

一重千鳥掛け刺繍

一重縁取刺繍

千鳥掛け刺繍カラー

本体カラー本体カラー本体カラー本体カラー

縁取刺繍カラー

一重圧着(ラバー・クロス）
※どちらかお選びください

カラーカラーカラーカラー

本体カラー本体カラー本体カラー本体カラー

縁取りカラー

本体カラー本体カラー本体カラー本体カラー

二重圧着(ラバー・クロス)
※どちらかお選びください

チーム名位置：　　チーム名位置：　　チーム名位置：　　チーム名位置：　　□□□□左胸　　左胸　　左胸　　左胸　　□□□□右胸　　□胸中央右胸　　□胸中央右胸　　□胸中央右胸　　□胸中央（ラバーでご注文の場合はお選びいただけません）（ラバーでご注文の場合はお選びいただけません）（ラバーでご注文の場合はお選びいただけません）（ラバーでご注文の場合はお選びいただけません）

番号番号番号番号 個人名個人名個人名個人名 備考備考備考備考シャツサイズシャツサイズシャツサイズシャツサイズ 番号番号番号番号



□　胸番号 □　□　□　□　背番号と同様　背番号と同様　背番号と同様　背番号と同様　（背番号と異なるカラーの場合は下記の素材及びカラーのご記入をお願いします）（背番号と異なるカラーの場合は下記の素材及びカラーのご記入をお願いします）（背番号と異なるカラーの場合は下記の素材及びカラーのご記入をお願いします）（背番号と異なるカラーの場合は下記の素材及びカラーのご記入をお願いします）

位置：位置：位置：位置：　　　　　　　　　　　　□□□□左胸　　　左胸　　　左胸　　　左胸　　　□□□□右胸右胸右胸右胸

一重圧着（ラバー・クロス）：カラー 二重圧着（ラバー・クロス）：カラー

一重千鳥刺繍：カラー 二重千鳥刺繍：カラー

一重縁取刺繍：カラー 二重縁取刺繍：カラー

□　個人名 デザイン（字体）：デザイン（字体）：デザイン（字体）：デザイン（字体）： スタイル： □ストレート　　　　□アーチ

マーク生地素材：マーク生地素材：マーク生地素材：マーク生地素材： □□□□ラバーシートラバーシートラバーシートラバーシート □□□□クロスクロスクロスクロス □□□□昇華クロス昇華クロス昇華クロス昇華クロス □□□□インクジェットインクジェットインクジェットインクジェット

一重圧着：カラー 二重圧着：カラー

一重千鳥刺繍：カラー 二重千鳥刺繍：カラー

一重縁取刺繍：カラー 二重縁取刺繍：カラー

□袖ネーム デザイン（字体） 位置：　位置：　位置：　位置：　□□□□左袖　　　　　左袖　　　　　左袖　　　　　左袖　　　　　□□□□右袖右袖右袖右袖

マーク生地素材：マーク生地素材：マーク生地素材：マーク生地素材： □□□□ラバーシートラバーシートラバーシートラバーシート □□□□クロスクロスクロスクロス □□□□昇華クロス昇華クロス昇華クロス昇華クロス □□□□インクジェットインクジェットインクジェットインクジェット

一重圧着：カラー 二重圧着：カラー

一重千鳥刺繍：カラー 二重千鳥刺繍：カラー

一重縁取刺繍：カラー 二重縁取刺繍：カラー

□□□□キャップ直刺繍キャップ直刺繍キャップ直刺繍キャップ直刺繍 □1色ボリューム直刺繍 □2色直刺繍

□2色ボリューム直刺繍

一重カラー： 縁取カラー：

□　ベルト □ブラック　□ネイﾋﾞｰ　□ブルー　□レッド　□ダークレッド

ホワイト　　 ・　　ブラック　　 ・　　ネイビー　　・　　ブルー　   　・　　ライトブルー　　・　　レッド　　　　　　　　　　

グレー　　 　・　　イエロー　　・　　グリーン　　・　　オレンジ　　・　　パープル   

フルカラー（グラデーション可）で対応可能。希望のカラーを一重圧着（カラー）欄にご記入ください。例：ﾚｯﾄﾞ×ﾌﾞﾗｯｸ×ﾎﾜｲﾄ

フルカラー（グラデーション可）で対応可能。希望のカラーを一重圧着（カラー）欄にご記入ください。例：ﾚｯﾄﾞ×ﾌﾞﾗｯｸ×ﾎﾜｲﾄ

ホワイト　　 ・　　ブラック　　 ・　　ライトブルー　　・　　ブルー　   　・　　ネイビー　　　　・　　ピンク　　・　　レッド　　・　　エンジ
ライトグリーン　　・　　グリーン　　・　　イエロー　　・　　パープル   　・　　オレンジ　　・　　ゴールド　　・シルバー

■その他の希望（※ご希望のイメージがございましたら、描いてください。）■その他の希望（※ご希望のイメージがございましたら、描いてください。）■その他の希望（※ご希望のイメージがございましたら、描いてください。）■その他の希望（※ご希望のイメージがございましたら、描いてください。）

※マーク生地素材とカ
ラーを下記の表をご確認
の上、ご記入ください

　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 イージーオーダーイージーオーダーイージーオーダーイージーオーダー　　　　注文用紙注文用紙注文用紙注文用紙③③③③　　　　FAXFAXFAXFAX：03-6862-9235：03-6862-9235：03-6862-9235：03-6862-9235

※一重・二重圧着をご希
望の場合はラバー・クロ
スのいずれかをお選びく

ださい

※一重・二重圧着をご希
望の場合はラバー・クロ
スのいずれかをお選びく

ださい

※一重・二重圧着をご希
望の場合はラバー・クロ
スのいずれかをお選びく

ださい

マ　ー　キ　ン　グ　素　材　と　カ　ラ　ー
マーク生地素材 カ　ラ　ー

クロス

昇華クロス

ラバーシート

刺繍

インクジェット

追加オプション

※ホームページを※ホームページを※ホームページを※ホームページを
ご確認くださいご確認くださいご確認くださいご確認ください

ホワイト　・　ブラック　・　ダークレッド　・　レッド　・　ピンク　・　オレンジ　・　イエロー　・　グリーン　・　パープル
ネイビー　・　ブルー　・　スカイブルー　・　ライトブルー　・　蛍光ピンク　・　蛍光グリーン　・　ゴールド　・　シルバー

※プラス980円
定価は1,180円




