
　Ｌ　　　　　　　枚

３XL　　　　　　　枚

白 黒 グレー 黄 水色 青 紺 紫 赤 ピンク オレンジ 緑 ワインレッド

白×黒 青×白 紺×白 紫×白 赤×白 緑×白 黄×黒

　　　背番号　　　背番号　　　背番号　　　背番号 フォント　No.（　　 　　　）　※HPよりお選び下さい。フォント　No.（　　 　　　）　※HPよりお選び下さい。フォント　No.（　　 　　　）　※HPよりお選び下さい。フォント　No.（　　 　　　）　※HPよりお選び下さい。

カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。

　　　なし　　　　　　縁取り（＋300円）　　　　　　スライド（＋300円）　　　なし　　　　　　縁取り（＋300円）　　　　　　スライド（＋300円）　　　なし　　　　　　縁取り（＋300円）　　　　　　スライド（＋300円）　　　なし　　　　　　縁取り（＋300円）　　　　　　スライド（＋300円）

二重カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。二重カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。二重カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。二重カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。

　　　胸番号　　　胸番号　　　胸番号　　　胸番号 フォント　No.（　　　　　　）　※HPよりお選び下さい。フォント　No.（　　　　　　）　※HPよりお選び下さい。フォント　No.（　　　　　　）　※HPよりお選び下さい。フォント　No.（　　　　　　）　※HPよりお選び下さい。

カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。

　　　なし　　　　　　縁取り（＋２00円）　　　　　　スライド（＋２00円）　　　なし　　　　　　縁取り（＋２00円）　　　　　　スライド（＋２00円）　　　なし　　　　　　縁取り（＋２00円）　　　　　　スライド（＋２00円）　　　なし　　　　　　縁取り（＋２00円）　　　　　　スライド（＋２00円）

二重カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。二重カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。二重カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。二重カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。

胸中央胸中央胸中央胸中央（チーム名がある場合はチーム名の下中央） 左胸左胸左胸左胸 右胸右胸右胸右胸 左腹左腹左腹左腹 右腹右腹右腹右腹

　　　パンツ番号　　　パンツ番号　　　パンツ番号　　　パンツ番号 フォント　No.（　　　　　　）　※HPよりお選び下さい。フォント　No.（　　　　　　）　※HPよりお選び下さい。フォント　No.（　　　　　　）　※HPよりお選び下さい。フォント　No.（　　　　　　）　※HPよりお選び下さい。

カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。

　　　なし　　　　　　縁取り（＋２00円）　　　　　　スライド（＋２00円）　　　なし　　　　　　縁取り（＋２00円）　　　　　　スライド（＋２00円）　　　なし　　　　　　縁取り（＋２00円）　　　　　　スライド（＋２00円）　　　なし　　　　　　縁取り（＋２00円）　　　　　　スライド（＋２00円）

二重カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。二重カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。二重カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。二重カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。

緊急連絡緊急連絡緊急連絡緊急連絡
先（本人先（本人先（本人先（本人
以外）以外）以外）以外）

※代金引換をご希望の方のみご記入ください

（名称）（名称）（名称）（名称）
（連絡先）（連絡先）（連絡先）（連絡先）

二重加工二重加工二重加工二重加工

二重加工二重加工二重加工二重加工

ラインなしラインなしラインなしラインなし

２本ライン２本ライン２本ライン２本ライン

ご注文数ご注文数ご注文数ご注文数

■白　■黒　■ダークレッド　■赤　■ピンク　■オレンジ　■黄　■緑　■紫　■ネイビー　■青■白　■黒　■ダークレッド　■赤　■ピンク　■オレンジ　■黄　■緑　■紫　■ネイビー　■青■白　■黒　■ダークレッド　■赤　■ピンク　■オレンジ　■黄　■緑　■紫　■ネイビー　■青■白　■黒　■ダークレッド　■赤　■ピンク　■オレンジ　■黄　■緑　■紫　■ネイビー　■青
■水色　■スカイブルー　■蛍光ピンク　■蛍光グリーン　■ゴールド　■シルバー■水色　■スカイブルー　■蛍光ピンク　■蛍光グリーン　■ゴールド　■シルバー■水色　■スカイブルー　■蛍光ピンク　■蛍光グリーン　■ゴールド　■シルバー■水色　■スカイブルー　■蛍光ピンク　■蛍光グリーン　■ゴールド　■シルバー

マーキングマーキングマーキングマーキング
カラーカラーカラーカラー

ストッキングストッキングストッキングストッキング
※ストッキングサイズは太枠太枠太枠太枠になっているものはMサイズ(22～24ｃｍ)があります。そのほかはLサイズ(25～27ｃｍ)のみとなり
ます。ストッキングのサイズはその他の希望欄にご記入ください。
※ストッキングの注文数とユニフォームの注文数が違う場合は3枚目の備考欄に明記下さい。

オレンジ×白
　<例>黒×白
黒がメインカラーで白がラインカラー

700円700円700円700円

４00円４00円４00円４00円

400円400円400円400円

左裾左裾左裾左裾

二重加工二重加工二重加工二重加工

右裾右裾右裾右裾

プリント位置プリント位置プリント位置プリント位置

プリント位置プリント位置プリント位置プリント位置

ご注文商品名ご注文商品名ご注文商品名ご注文商品名

O　　　　　　枚

２XL　　　　　　　枚

番番番番
号号号号

　　　　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　あり

ああああ
りりりり
のののの
場場場場
合合合合

お支払お支払お支払お支払
方法方法方法方法

内訳内訳内訳内訳

　S　　　　　　枚

XL　　　　　　枚
　合計                  枚

※商品によりサイズ表記が異なります

携帯携帯携帯携帯
番号番号番号番号

ｼﾞｭﾆｱM　　        枚

M　　　　　　　枚

　Eメール（　　　　　　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　）　Eメール（　　　　　　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　）　Eメール（　　　　　　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　）　Eメール（　　　　　　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　）
　　　　
　※画像確認等でのやり取りがございますので、ご記入ください

　　　　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。

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

FAXFAXFAXFAX
番号番号番号番号

電話電話電話電話
番号番号番号番号

【　　　　　　　　　　　　　　　　　　】　(　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　)(　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　)(　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　)(　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　)

　ｼﾞｭﾆｱL　　        枚

仕様詳細仕様詳細仕様詳細仕様詳細

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

UNITEN UNITEN UNITEN UNITEN サッカーユニフォームサッカーユニフォームサッカーユニフォームサッカーユニフォーム　　　　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

フ リ ガ ナ

お届先お届先お届先お届先
住所住所住所住所

電話電話電話電話
番号番号番号番号



　　　基本フォント（ゴシック）　　　基本フォント（ゴシック）　　　基本フォント（ゴシック）　　　基本フォント（ゴシック）  ※パソコン出力できる文字はマーキング可能です。

　　　レプリカフォントNo.(           　      ）　　　レプリカフォントNo.(           　      ）　　　レプリカフォントNo.(           　      ）　　　レプリカフォントNo.(           　      ） ※レプリカのフォント名をご記入ください

※漢字、ひらがな、カタカナ、記号（★、＠、♪）マーキングは不可です。　※一部英小文字不可です。

　　　その他フォント（　　　　　　　             　　　　）　　　その他フォント（　　　　　　　             　　　　）　　　その他フォント（　　　　　　　             　　　　）　　　その他フォント（　　　　　　　             　　　　） ※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。

カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。

縁取りカラー縁取りカラー縁取りカラー縁取りカラー 　あり　（＋400円）→カラー　（　　 　　　　　　　　）　あり　（＋400円）→カラー　（　　 　　　　　　　　）　あり　（＋400円）→カラー　（　　 　　　　　　　　）　あり　（＋400円）→カラー　（　　 　　　　　　　　）  ※マーキングカラーよりお選び下さい。

横（　　　　）cm × 縦（　　　　）cm横（　　　　）cm × 縦（　　　　）cm横（　　　　）cm × 縦（　　　　）cm横（　　　　）cm × 縦（　　　　）cm

　　　レプリカフォント　No.（　　　　　　　）　　　レプリカフォント　No.（　　　　　　　）　　　レプリカフォント　No.（　　　　　　　）　　　レプリカフォント　No.（　　　　　　　） ※レプリカナンバーのフォント名をご記入ください

※漢字、ひらがな、カタカナ、記号（★、＠、♪）マーキングは不可です。　一部英小文字不可です。

　　　その他フォント（　　　　　　　             　　　　）　　　その他フォント（　　　　　　　             　　　　）　　　その他フォント（　　　　　　　             　　　　）　　　その他フォント（　　　　　　　             　　　　） ※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。

カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。カラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。

縁取りカラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。縁取りカラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。縁取りカラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。縁取りカラー　（　　　　　　　　　　）※マーキングカラー欄よりお選び下さい。

デザインＮo.(                        )デザインＮo.(                        )デザインＮo.(                        )デザインＮo.(                        )

NAME1NAME1NAME1NAME1 NAME2NAME2NAME2NAME2

NAME3NAME3NAME3NAME3 NAME4NAME4NAME4NAME4

エンブレムデータ入稿エンブレムデータ入稿エンブレムデータ入稿エンブレムデータ入稿※オリジナルエンブレムの場合ご記入ください。

※通常8センチ　10センチを超える場合追加料金300円

備考備考備考備考 ※ご希望のイメージがございましたら、お描きください。

※同一エンブレム２箇所マーキングの場合は+４００円（別デザインの場合は各５００円）　例）シャツの左胸+パンツの右裾

胸中央胸中央胸中央胸中央 左胸左胸左胸左胸

フォントフォントフォントフォント

※サイズ指定がない場合、弊社にて適切に判断いたします。
※横24cm、縦12cmを超える場合は、それぞれ追加料金300円

背番号下背番号下背番号下背番号下

なしなしなしなし

1000円1000円1000円1000円

全体サイズ全体サイズ全体サイズ全体サイズ

　　　オリジナルチーム名　　　　オリジナルチーム名　　　　オリジナルチーム名　　　　オリジナルチーム名　

700円700円700円700円

700円700円700円700円

ああああ
りりりり
のののの
場場場場
合合合合

500円　　500円　　500円　　500円　　※※※※
下記参照下記参照下記参照下記参照

スタイルスタイルスタイルスタイル

フォントフォントフォントフォント 700円700円700円700円

700円700円700円700円

背番号上背番号上背番号上背番号上

（　　　　　　　）センチ（　　　　　　　）センチ（　　　　　　　）センチ（　　　　　　　）センチ

左胸左胸左胸左胸 右胸右胸右胸右胸

　　　なし　　　　なし　　　　なし　　　　なし　（デザイン料3,000円～10000円）

※ご希望のエンブレム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。

パンツ左裾パンツ左裾パンツ左裾パンツ左裾 パンツ右裾パンツ右裾パンツ右裾パンツ右裾

右胸右胸右胸右胸 背番号上背番号上背番号上背番号上

なしなしなしなし あり　（＋300円）あり　（＋300円）あり　（＋300円）あり　（＋300円）

ストレートストレートストレートストレート アーチ　（＋200円）アーチ　（＋200円）アーチ　（＋200円）アーチ　（＋200円）

その他（　　　　　）その他（　　　　　）その他（　　　　　）その他（　　　　　）

エンブレムデザイン中のNAMEを
お好きな文字に変更することが
できます。

ありありありあり

エエエエ
ンンンン
ブブブブ
レレレレ
ムムムム

　　　　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　あり

UNITEN UNITEN UNITEN UNITEN サッカーユニフォームサッカーユニフォームサッカーユニフォームサッカーユニフォーム　　　　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

入稿なし入稿なし入稿なし入稿なし（デザイン料3,000円～10,000円） 入稿あり　入稿あり　入稿あり　入稿あり　

その他（　　　　　）その他（　　　　　）その他（　　　　　）その他（　　　　　）プリント位置プリント位置プリント位置プリント位置

縁取り　縁取り　縁取り　縁取り　

チチチチ
ーーーー
ムムムム
名名名名

人人人人
名名名名

　　　　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　チーム名称：　　　　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　チーム名称：　　　　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　チーム名称：　　　　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　チーム名称：

　　　　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　あり　 　（10文字まで）

その他（　　　　　）その他（　　　　　）その他（　　　　　）その他（　　　　　）プリント位置プリント位置プリント位置プリント位置

ああああ
りりりり
のののの
場場場場
合合合合

ああああ
りりりり
のののの
場場場場
合合合合

背番号下背番号下背番号下背番号下

取り付け位置取り付け位置取り付け位置取り付け位置

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

1 2

2 27

3 28

4 2

5 30

31

7 32

8 33

34

10 35

11 3

12 37

13 38

14 3

15 40

1 41

17 42

18 43

1 44

20 45

21 4

22 47

23 48

24 4

25 50

人名人名人名人名

UNITEN UNITEN UNITEN UNITEN サッカーユニフォームサッカーユニフォームサッカーユニフォームサッカーユニフォーム　　　　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

備考備考備考備考人名人名人名人名 備考備考備考備考 サイズサイズサイズサイズ

■番号とサイズ、 人名■番号とサイズ、 人名■番号とサイズ、 人名■番号とサイズ、 人名                    ※３ 以上の番号マーキングは追加料金がかかります。 人名は漢字、ひらがな、カタカナ、記号（★、＠、♪）マーキングは不可

サイズサイズサイズサイズ

■その他の希望■その他の希望■その他の希望■その他の希望

ストッキングサイズが 数ある場合は下記にご記入ください。

人名は ０文字以内でご指定下さい。スヘースも 文字としてカイントいたします。 ～ ０文字の 人名は文字 が くなります。

その他フォントでP 出力可能なフォントをご指定いただいた場合に限り漢字、ひらがな、カタカナ、記号（★、＠、♪） 可能。 人名フォントはチームで 一となります。


