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オーダーNO FAX・問い合わせ 06－4307－6590

申し込み年月日 TEL
　　　　年　　　月　　　日

住所
〒

へり革
＊クローズバックの指出し部の皮は、へり革と同色になります！

基本モデル

□ブラック　　□オレンジ　　□イエロー　　□ブラウン　　□オークブラウン　　□レディッシュオレンジ

＊ツートン・スリートンを希望の方は、専用シートに記入して下さい！

バックスタイル □オープンバック　　　　　　　　　　　□クローズバック

□普通巻き　　 □逆巻き WEB上部巻き  □通常     □クロス式　　□サイドループ式

指あて □無し　　　　　□有り

WEB □親指側　　　　□小指側

指カバー □無し　　　　□有り
□WEB①　　　□WEB② クローズバックのネーム位置

裏革

□本体同素材（ブラック）         　□本体同素材（オレンジ）       　         □本体同素材（イエロー）
□本体同素材（オークブラウン）　□本体同素材（レディッシュオレンジ）  　□本体同素材（ブラウン）
□鹿革（ブラック）                  　□鹿革（アイボリー　）                       □ソフトタッチステアー（ブラッ
ク）

内芯の硬さ・厚さ
□硬く・厚く　　　　　　　          　□硬く・普通　　　　　　　           　□硬く・薄く
□普通・厚く　　　　　　　           □普通・普通　　　　　　　            □普通・薄く
□柔らかく・厚く　　　　　           □柔らかく・普通　　　　        　    □柔らかく・薄く

ハミダシ □ハミダシ無し　　　　　□玉ハミ　　　　　□トコハミ

玉ハミのカラー □ブラック　　□オレンジ　　□イエロー　　□ブラウン　　□オークブラウン　　□レディッシュオレンジ

□ブラック　　□オレンジ　　□イエロー　　□ブラウン　　□オークブラウン　　□レディッシュオレンジ

縫製糸 □ホワイト　  □ブラック  　□イエロー 　 □ブルー  　□グリーン　  □ブラウン  　□パープル
□ライトブラウン   □ターコイズブルー　  □ライトゴールド　 □グレー 　□レッド 　□ピンク

紐革（カラー）

WEB紐の加減 □きつく　　　　　　　　 □普通　　　　　 　　　　 □全体的にゆるく

布袋 □ブラック　　　　　  □レッド　　　　  　□ブルー　　　　  　□グリーン

手袋サイズ　　　　　　　　ｃｍ

　　　　　　　　　【　型　】

　　グラブ装着時に人差指を　　　⇒　　　　　□出す　　　             　□出さない

□縦型　　　　　　　　□横型　　　             　□当て捕り
型付け

E-mail 　　　　　　　　　　　　　　　　＠

身長　　　　　　　　ｃｍ 体重　　　　　　　　ｋｇ

ラベルネーム　【タイプ】 □Ａタイプ         　□Ｂタイプ

　　　    C- □LH（右投げ）　　□RH（左投げ）

本体カラー

ターゲット加工 □無し　　　　　□有り 　　　　　　　カラー　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

仕上げ方法 □硬く　　       　　　  □普通　          　　　　□柔らかく

ムートン □ホワイト　　　　　　　　□ブラック　　　　　　　　　□ムートン無し

□ブラック　　□オレンジ　　□イエロー　　□ブラウン　　□ライトブラウン　　□レディッシュオレンジ　　□ホワイト

手口巻き

□トコホワイト　　　□トコブラック

□カット型　　　　　□四角型

　　　　　　　　　【　色　】
□イエロー　　　　　　　　 □ブルー　　　　　□グリーン　　□パープル　　□ライトブラウン
□ターコイズブルー　　　□ライトゴールド　□グレー　  　□ レッド 　　□ ピンク
（注 Ａタイプのみ選択可能）・・＞□ ゴールド   □ シルバー



数字を記入

＊領収書 宛名

　　＊完成品の画像を当社ホームページのギャラリーへの掲載　　　　→　　　　□　可　　　　　　　　　　□　不可

刺繍カラー
□ホワイト 　 □ブラック　  □イエロー  　□ブルー  　□グリーン  　□ターコイズブルー　  □ブラウン　  □パープル
□ライトブラウン　   □ライトゴールド     □グレー  　 □レッド   　   □ピンク  　  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

刺繍書体 □楷書体　　　　□筆記体　　　　□ローマ字　　　　□その他指定文字（　　　　　　　　　　　　　　）

刺繍カラー

刺繍位置 □親指　　　□小指　　　□WEB　　　□裏平　　　□グラブ袋　　　□その他（　　　　　　　　　　　）

刺繍位置 □親指　　 　□小指　　 　□WEB　　　 □裏平　　　 □グラブ袋　　　 □その他（　　　　　　　　　　　）

刺繍内容（１）

フチ
  □有り
  □無し

□ホワイト 　 □ブラック　  □イエロー  　□ブルー  　□グリーン  　□ターコイズブルー　  □ブラウン　  □パープル
□ライトブラウン　   □ライトゴールド     □グレー  　 □レッド   　   □ピンク  　  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

刺繍書体 □楷書体　　　　□筆記体　　　　 □ローマ字　　　 　□その他指定文字（　　　　　　　　　　　　　　）

刺繍カラー
□ホワイト 　 □ブラック　  □イエロー  　□ブルー  　□グリーン  　□ターコイズブルー　  □ブラウン　  □パープル
□ライトブラウン　   □ライトゴールド     □グレー  　 □レッド   　   □ピンク  　  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

影
  □有り
  □無し

□ホワイト 　 □ブラック　  □イエロー  　□ブルー  　□グリーン  　□ターコイズブルー　  □ブラウン　  □パープル
□ライトブラウン　   □ライトゴールド     □グレー  　 □レッド   　   □ピンク  　  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

フチ
  □有り
  □無し

刺繍内容（２）

□ホワイト 　 □ブラック　  □イエロー  　□ブルー  　□グリーン  　□ターコイズブルー　  □ブラウン　  □パープル
□ライトブラウン　   □ライトゴールド     □グレー  　 □レッド   　   □ピンク  　  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ホワイト 　 □ブラック　  □イエロー  　□ブルー  　□グリーン  　□ターコイズブルー　  □ブラウン　  □パープル
□ライトブラウン　   □ライトゴールド     □グレー  　 □レッド   　   □ピンク  　  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

刺繍内容（３）

□不要　　　　　□要 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ホワイト 　 □ブラック　  □イエロー  　□ブルー  　□グリーン  　□ターコイズブルー　  □ブラウン　  □パープル
□ライトブラウン　   □ライトゴールド     □グレー  　 □レッド   　   □ピンク  　  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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  □有り
  □無し

影

□楷書体　　　　□筆記体　　　　□ローマ字　　　　□その他指定文字（　　　　　　　　　　　　　　）

影
  □有り
  □無し

□ホワイト 　 □ブラック　  □イエロー  　□ブルー  　□グリーン  　□ターコイズブルー　  □ブラウン　  □パープル
□ライトブラウン　   □ライトゴールド     □グレー  　 □レッド   　   □ピンク  　  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

フチ

  □有り
  □無し

刺繍位置 □親指　　　□小指　　　□WEB　　　□裏平　　　□グラブ袋　　　□その他（　　　　　　　　　　　）

刺繍書体

＊番号ネーム位置は親指付け根部になります（直径３５ｍｍの丸型）
＊基本モデルによっては、紐通しの穴位置が変わる場合が有ります。

番号ネームの向き □ラベルネームと並行　　　　   　□親指と並行

台のカラー
□ホワイト　　　 　  □ブラック　　  　    □イエロー　　       □ブルー　　  　 □ロイヤルブルー　  　 　 □サックス
□パープル       □ライトシルバー    　□オレンジ     　□グリーン　    　□レッド　   　□ピンク　      □ネイビー

番号カラー
□ホワイト　   □ブラック  　 □イエロー   　□ブルー   　□グリーン   　□ターコイズブルー  　 □ブラウン   　□パープル
□ライトブラウン　    □ライトゴールド    　 □グレー      □レッド      　 □ピンク　     □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

丸フチ
□有り
□無し

□ホワイト　   □ブラック  　 □イエロー   　□ブルー   　□グリーン   　□ターコイズブルー  　 □ブラウン   　□パープル
□ライトブラウン　    □ライトゴールド    　 □グレー      □レッド      　 □ピンク　     □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ホワイト 　 □ブラック　  □イエロー  　□ブルー  　□グリーン  　□ターコイズブルー　  □ブラウン　  □パープル
□ライトブラウン　   □ライトゴールド     □グレー  　 □レッド   　   □ピンク  　  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

番号ネーム
□有り
□無し


