
ﾈｲﾋﾞｰ ﾋﾟﾝｸ

M

ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ ﾛｺﾞｶﾗｰ ｻｲｽﾞ 枚数

ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ

計

Lｼｱﾝﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ
Mｼｱﾝﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ

XOｼｱﾝﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ
Oｼｱﾝﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ

O
ﾈｲﾋﾞｰ ﾋﾟﾝｸ XO

ﾚｯﾄﾞ ﾎﾜｲﾄ O

ﾌﾞﾗｯｸ ｼｱﾝ 2XO
ﾌﾞﾗｯｸ ｼｱﾝ 3XO

ﾌﾞﾗｯｸ ｼｱﾝ O
ﾌﾞﾗｯｸ ｼｱﾝ XO

計

2XO
ﾈｲﾋﾞｰ ﾋﾟﾝｸ 3XO
ﾈｲﾋﾞｰ ﾋﾟﾝｸ合計金額

　￥

Sｼｱﾝﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ
ﾚｯﾄﾞ ﾎﾜｲﾄ 3XO

計

3XOｼｱﾝﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ
2XOｼｱﾝﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ

ﾈｲﾋﾞｰ ﾋﾟﾝｸ L

ﾈｲﾋﾞｰ ﾋﾟﾝｸ S

ﾛｺﾞｶﾗｰ

ﾌﾞﾗｯｸ ｼｱﾝ S
ﾌﾞﾗｯｸ ｼｱﾝ

ﾚｯﾄﾞ ﾎﾜｲﾄ 2XO
ﾚｯﾄﾞ ﾎﾜｲﾄ XO

M
ﾌﾞﾗｯｸ ｼｱﾝ

ﾈｲﾋﾞｰ ﾋﾟﾝｸ

ﾚｯﾄﾞ ﾎﾜｲﾄ S

ﾚｯﾄﾞ ﾎﾜｲﾄ L

ﾌﾞﾗｯｸ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 3XO

ﾛｺﾞｶﾗｰ ｻｲｽﾞ

ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾚﾝｼﾞ 3XO ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ
2XO

ﾌﾞﾗｯｸ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 2XO

ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾚﾝｼﾞ 2XO ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ

ﾚｯﾄﾞ ﾎﾜｲﾄ
ﾌﾞﾗｯｸ ｺﾞｰﾙﾄﾞ XO

ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾚﾝｼﾞ XO ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ

3XO

M
L

ﾌﾞﾗｯｸ ｺﾞｰﾙﾄﾞ O

ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾚﾝｼﾞ O ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ

XO

Type3　BOX
枚数

ﾌﾞﾗｯｸ ｺﾞｰﾙﾄﾞ L

ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾚﾝｼﾞ L ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ

O

ﾌﾞﾗｯｸ ｺﾞｰﾙﾄﾞ M

ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾚﾝｼﾞ M ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ

L

S

ﾌﾞﾗｯｸ ｺﾞｰﾙﾄﾞ S

ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾚﾝｼﾞ S ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ

M
計

3XO ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾌﾞﾗｯｸ 3XOﾎﾜｲﾄ ﾋﾟﾝｸ 3XO ﾌﾞﾗｯｸ ﾚｯﾄﾞ
2XO ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾌﾞﾗｯｸ 2XOﾎﾜｲﾄ ﾋﾟﾝｸ 2XO ﾌﾞﾗｯｸ ﾚｯﾄﾞ
XO ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾌﾞﾗｯｸ XOﾎﾜｲﾄ ﾋﾟﾝｸ XO ﾌﾞﾗｯｸ ﾚｯﾄﾞ
O ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾌﾞﾗｯｸ Oﾎﾜｲﾄ ﾋﾟﾝｸ O ﾌﾞﾗｯｸ ﾚｯﾄﾞ
L ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾌﾞﾗｯｸ Lﾎﾜｲﾄ ﾋﾟﾝｸ L ﾌﾞﾗｯｸ ﾚｯﾄﾞ
M ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾌﾞﾗｯｸ Mﾎﾜｲﾄ ﾋﾟﾝｸ M ﾌﾞﾗｯｸ ﾚｯﾄﾞ
S ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾌﾞﾗｯｸ Sﾎﾜｲﾄ ﾋﾟﾝｸ S ﾌﾞﾗｯｸ ﾚｯﾄﾞ

ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ ｻｲｽﾞ 枚数 ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ ﾛｺﾞｶﾗｰ ｻｲｽﾞ 枚数

学校名
お申込

責任者様

Type1　ボタニカル Type2　ラインドット Type2　ラインドット

男子　　/　　女子　　ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部

連絡先

住所

連絡先

電話番号

電話　　　　（　　　　）

携帯　　　　（　　　　）

メールアドレス

 

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中でも、商品を生徒たちの元へ届けれるようこの度、事前注文という形を取らせて頂きます。 

このデザインTシャツは、事前注文書でご注文頂いたものを優先的にご準備させて頂きます。当日のブース会場でも販売致しますが、 

数に限りがありますので、人混みを避けられ感染リスクも軽減できるこの機会に、是非ご注文下さい。 

 

商品のお渡しは、3/23(水）大会会場にて現金引換えでお渡し致します。 

できるだけお釣りがなきよう御協力よろしくお願いします。 

 

お申込み先 

お申し込みは、FAXにてお願い致します。 
              
〒104-0033 

東京都中央区新川2-20-7 TOKOHビル5F 

ファイテン株式会社 東京支店 スポーツプロジェクト  

TEL 03-3537-7952 

FAX 03-3537-7962 

【ご注文欄】 

サイズ/ｃｍ 胸囲 身丈 身幅 裄丈

S 85～91 65 48 37

M 89～95 67 50 39

L 93～99 69 52 41

O 97～103 71 54 43

XO 101～107 73 56 45

2XO 105～111 75 58 47

3XO 109～115 77 60 49



ﾎﾜｲﾄ ﾎﾞﾃﾞｨ/ 

ｼﾙﾊﾞｰﾎﾞﾀﾆｶﾙ 

ﾋﾟﾝｸ ﾛｺﾞ 

ﾌﾞﾗｯｸ ﾎﾞﾃﾞｨ/ 

ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰﾎﾞﾀﾆｶﾙ 

ｵﾚﾝｼﾞ ﾛｺﾞ 

ﾌﾞﾗｯｸ ﾎﾞﾃﾞｨ/ 

ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰﾎﾞﾀﾆｶﾙ 

ｼｱﾝ ﾛｺﾞ 

黒地には 

ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰのﾎﾞﾀﾆｶﾙ 
白地には 

ｼﾙﾊﾞｰのﾎﾞﾀﾆｶﾙ 

ズームアップ！ 

ラインがドットになってます♪ 

ﾌﾞﾗｯｸ ﾎﾞﾃﾞｨ/ 

ﾚｯﾄﾞ ﾛｺﾞ 

ﾎﾜｲﾄ ﾎﾞﾃﾞｨ/ 

ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ ﾛｺﾞ 
ﾚｯﾄﾞ ﾎﾞﾃﾞｨ/ 

ﾎﾜｲﾄ ﾛｺﾞ 

ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ ﾎﾞﾃﾞｨ/ 

ｼｱﾝ ﾛｺﾞ 

ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾎﾞﾃﾞｨ/ 

ﾌﾞﾗｯｸ ﾛｺﾞ 

ﾌﾞﾗｯｸ ﾎﾞﾃﾞｨ/ 

ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾛｺﾞ 

ﾈｲﾋﾞｰ ﾎﾞﾃﾞｨ/ 

ﾋﾟﾝｸ ﾛｺﾞ 

front 

front back 

back 

back front 

フロントには、BOX型のデザイン！ 

バックは、ビッグロゴを配置 


