
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

① ②

③ ④

① ②

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。※カラー指定はシャツ・パンツそれぞれプラス500円となります。

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

■■■■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 サイズサイズサイズサイズ 番号番号番号番号 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

Eメール（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）Eメール（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）Eメール（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）Eメール（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※画像確認等がございますのでご記入ください※画像確認等がございますのでご記入ください※画像確認等がございますのでご記入ください※画像確認等がございますのでご記入ください

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

携帯携帯携帯携帯
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

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）

フ リ ガ ナ

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
120　　　　　　　枚120　　　　　　　枚120　　　　　　　枚120　　　　　　　枚

サイズサイズサイズサイズ

長袖シャツ長袖シャツ長袖シャツ長袖シャツ
Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　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
(例：C-01)(例：C-01)(例：C-01)(例：C-01)

パンツカラーパンツカラーパンツカラーパンツカラー
（例：W-01）（例：W-01）（例：W-01）（例：W-01）

カラー指定カラー指定カラー指定カラー指定

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

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

〒〒〒〒

パンツパンツパンツパンツ
ＸＯ　　　　　　　枚ＸＯ　　　　　　　枚ＸＯ　　　　　　　枚ＸＯ　　　　　　　枚

150　　　　　　　枚150　　　　　　　枚150　　　　　　　枚150　　　　　　　枚

UNITENUNITENUNITENUNITENサッカー[サッカー[サッカー[サッカー[NEXTNEXTNEXTNEXTユニフォーム]ユニフォーム]ユニフォーム]ユニフォーム]　　　　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

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

カラー指定カラー指定カラー指定カラー指定

Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　枚

Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　枚Ｍ　　　　　　　　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

Ｓ　　　　　　　枚Ｓ　　　　　　　枚Ｓ　　　　　　　枚Ｓ　　　　　　　枚

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

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

２ＸＯ　　　　　枚２ＸＯ　　　　　枚２ＸＯ　　　　　枚２ＸＯ　　　　　枚

150　　　　　　　枚150　　　　　　　枚150　　　　　　　枚150　　　　　　　枚 ＳＳ　　　　　　枚ＳＳ　　　　　　枚ＳＳ　　　　　　枚ＳＳ　　　　　　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 ＸＯ　　　　　　　枚ＸＯ　　　　　　　枚ＸＯ　　　　　　　枚ＸＯ　　　　　　　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

150　　　　　　　枚150　　　　　　　枚150　　　　　　　枚150　　　　　　　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 ３ＸＯ　　　　　枚３ＸＯ　　　　　枚３ＸＯ　　　　　枚３ＸＯ　　　　　枚

ＳＳ　　　　　　枚ＳＳ　　　　　　枚ＳＳ　　　　　　枚ＳＳ　　　　　　枚

生地タイプ生地タイプ生地タイプ生地タイプ
生地タイプの詳細は商品
ページをご覧ください



※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。※カラー、フォントは全てHPからお選び下さい。

背 胸 パンツ

左胸　　・　右胸

□　ロゴ無し(+300円)　

その他希望

エエエエ
ンンンン
ブブブブ
レレレレ
ムムムム

パンツ

・チーム名とエンブレムはどちらか片方のみ無料。
　両方マーキングされる場合は500円

サイズサイズサイズサイズ 横(　　　　　　　cm)　×縦(　　　　　　　cm)

位置位置位置位置 □胸中央　　□左胸　　□右胸　　□背番号上　　□背番号下　　□左袖　　□右袖　□その他（　　　　　）

一重・縁取・スライド

オリジナルチーム名　(入稿データ　　有　・　無　　)

マーキング・マーキング・マーキング・マーキング・仕様仕様仕様仕様

UNITENUNITENUNITENUNITENサッカー[サッカー[サッカー[サッカー[NEXTNEXTNEXTNEXTユニフォーム]ユニフォーム]ユニフォーム]ユニフォーム]　　　　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

胸番号位置 ※○で囲んで下さい（↓）　　胸番号位置 ※○で囲んで下さい（↓）　　胸番号位置 ※○で囲んで下さい（↓）　　胸番号位置 ※○で囲んで下さい（↓）　　

チチチチ
ーーーー
ムムムム
名名名名

その他のフォント(　　　　　　　　　　　　　　　)

カラーカラーカラーカラー 加 方法加 方法加 方法加 方法 一重　・　縁取　・　スライド

カラー(縁取・スライド)カラー(縁取・スライド)カラー(縁取・スライド)カラー(縁取・スライド)

※有りをご選 いただいたもののみ下記 をご記入くださいま 。

□有　　　　□無 □有　　　　□無　□有　　　　□無
有
無

□有　　　　□無 エンブレムエンブレムエンブレムエンブレム □有　　　　□無

番番番番
号号号号

□有　　　　□無 ブランドロゴブランドロゴブランドロゴブランドロゴ □有　　　　□無 無しをご選 の場合、+300円が 生します。

番号番号番号番号

チーム名チーム名チーム名チーム名

個人名(+700円)個人名(+700円)個人名(+700円)個人名(+700円)

フォント※全て 一フォント※全て 一フォント※全て 一フォント※全て 一

背背背背

胸胸胸胸

カラー 加 方法 カラー（縁取・スライド）
胸中央（チーム名の下）

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

一重・縁取・スライド

一重・縁取・スライド

パンツ番号マーキング位置パンツ番号マーキング位置パンツ番号マーキング位置パンツ番号マーキング位置 左 　　　・　　右

さ(　　　　　)

※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。

フォントフォントフォントフォント
レプリカフォント(　　　　　　　　　　　　　　　　) チーム名チーム名チーム名チーム名

デゴインデゴインデゴインデゴイン

A E3A E3A E3A E3

(　　　　　　　　　　　)

データ入稿データ入稿データ入稿データ入稿 □有　　　　　□無 サイズサイズサイズサイズ

位置位置位置位置 □左胸　　　　□右胸　　　　□胸中央　　　　□左 　　　　□右 　　　□その他（　　　　　　　）

データのご入稿がない場合、
デゴイン料3 000円 10000円が

生いたします。
A E2A E2A E2A E2

A E4A E4A E4A E4

A E1A E1A E1A E1

ロロロロ
ゴゴゴゴ

カラーカラーカラーカラー

加 方法加 方法加 方法加 方法 一重　・　縁取　・　スライド カラー(縁取・スライド)カラー(縁取・スライド)カラー(縁取・スライド)カラー(縁取・スライド)

フォントフォントフォントフォント
個個個個
人人人人
名名名名

スタイルスタイルスタイルスタイル □ストレート　　　　　□゠ーチ 位置位置位置位置 □背番号上　　□背番号下　　□その他(　　　　　　　)

ブランドロゴブランドロゴブランドロゴブランドロゴ

□　 ロゴ □　(胸中央) ロゴ(-300円) □　(胸中央)ロゴ (-200円)

□　袖ロゴ （ 100円） 左袖　　・　右袖

□　(片胸)ロゴ （ 100円)□　(背番号上)ロゴ ( 200円)


