
DAIFUKUN FAMILY ユニフォーム　申込書　　FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796 1111

1111 ホワイトホワイトホワイトホワイト 10101010 ﾊﾞｲｵﾚｯﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙﾊﾞｲｵﾚｯﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙﾊﾞｲｵﾚｯﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙﾊﾞｲｵﾚｯﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙ

2222 ライトブルーライトブルーライトブルーライトブルー 11111111 コバルトブルーコバルトブルーコバルトブルーコバルトブルー

3333 ライムグリーンライムグリーンライムグリーンライムグリーン 12121212 ﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰ

4444 蛍光イエロー蛍光イエロー蛍光イエロー蛍光イエロー 13131313 グリーングリーングリーングリーン

5555 イエローイエローイエローイエロー 14141414 ネイビーネイビーネイビーネイビー

6666 オレンジオレンジオレンジオレンジ 15151515 ブラックブラックブラックブラック

7777 トロピカルピンクトロピカルピンクトロピカルピンクトロピカルピンク 16161616 カナリアイエローカナリアイエローカナリアイエローカナリアイエロー

8888 レッドレッドレッドレッド 17171717 アクアブルーアクアブルーアクアブルーアクアブルー

9999 バーガンディバーガンディバーガンディバーガンディ

↓左袖に施設名刺繍が必要な場合 ○してください

〒

ＳＳＳＳ ＭＭＭＭ

　　　　　　枚　　　　　　枚　　　　　　枚　　　　　　枚

ＬＬＬＬ ＸＬＸＬＸＬＸＬ ＸＸＬＸＸＬＸＸＬＸＸＬ ＸＸＸＬＸＸＸＬＸＸＸＬＸＸＸＬ

施設名施設名施設名施設名 刺繍する刺繍する刺繍する刺繍する 刺繍色刺繍色刺繍色刺繍色 刺繍文字刺繍文字刺繍文字刺繍文字

担当者名担当者名担当者名担当者名 電話番号電話番号電話番号電話番号

合　　計合　　計合　　計合　　計
基本単価 ： ２,５００円 （税込）基本単価 ： ２,５００円 （税込）基本単価 ： ２,５００円 （税込）基本単価 ： ２,５００円 （税込）

施設・団体名施設・団体名施設・団体名施設・団体名 納品先住所納品先住所納品先住所納品先住所

※刺繍する場合 み記入(刺繍 文字 み、書体 明朝体になります※施設毎に同一色・同一文字）

本体色本体色本体色本体色 本体色本体色本体色本体色ＳＳＳＳ ＭＭＭＭ ＬＬＬＬ ＸＬＸＬＸＬＸＬ ＸＸＬＸＸＬＸＸＬＸＸＬ ＸＸＸＬＸＸＸＬＸＸＸＬＸＸＸＬ

※太枠欄 必須項目です [７００]ドライＴシャツ シルキータッチ(YDO７００)[７００]ドライＴシャツ シルキータッチ(YDO７００)[７００]ドライＴシャツ シルキータッチ(YDO７００)[７００]ドライＴシャツ シルキータッチ(YDO７００) [2018年度版][2018年度版][2018年度版][2018年度版]

500円増

カタログ　４ページ

※刺繍を一種類だけ○
でお選びください（２種類２種類２種類２種類
以上必要な場合 、お以上必要な場合 、お以上必要な場合 、お以上必要な場合 、お
手数ですがコピーをお手数ですがコピーをお手数ですがコピーをお手数ですがコピーをお
使いください使いください使いください使いください）

A

　株式会社　太田旗店　　　　担当 ： 伊藤、後藤
　　〒870-0901　大分市西新地２丁目１番４０号
　　TEL ： 097-552-1415　　　　FAX ： 097-558-6796

【お問合せ・お申込先】

price down（値下げ）
お求め安くなりました

NEW!

B C D E F G H I J K L M N O P
NEW!

だいふくんラグビー

受注・発注ミスを防ぐ為、申込情報 必須項目を正確に記載しＦＡＸして下さい

MORITAKA




DAIFUKUN FAMILY ユニフォーム　申込書　　FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796 2222

1111 16161616

2222 17171717

3333 18181818

4444 19191919

5555 20202020

6666 21212121

7777 22222222

8888 23232323

9999 24242424

10101010 25252525

11111111 26262626

12121212 27272727

13131313 28282828

14141414 29292929

15151515 30303030

↓左袖に施設名刺繍が必要な場合 ○してください

〒

LLLL本体色本体色本体色本体色 XXXX XLXLXLXL

ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ

ﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰ

MMMMXLXLXLXL XXLXXLXXLXXLXXXX

ｲｴﾛｰｲｴﾛｰｲｴﾛｰｲｴﾛｰ

XXXLXXXLXXXLXXXL XXXXLXXXXLXXXXLXXXXL XXXLXXXLXXXLXXXLMMMM LLLL

※太枠欄 必須項目です [2018年度版][2018年度版][2018年度版][2018年度版][７０１]ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰﾄﾞﾗｲｶﾉｺﾎﾟﾛｼｬﾂ(YDO７０１)[７０１]ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰﾄﾞﾗｲｶﾉｺﾎﾟﾛｼｬﾂ(YDO７０１)[７０１]ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰﾄﾞﾗｲｶﾉｺﾎﾟﾛｼｬﾂ(YDO７０１)[７０１]ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰﾄﾞﾗｲｶﾉｺﾎﾟﾛｼｬﾂ(YDO７０１)

本体色本体色本体色本体色 XXLXXLXXLXXL XXXXLXXXXLXXXXLXXXXL

ﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄﾎﾜｲﾄﾎﾜｲﾄﾎﾜｲﾄ

ｶﾅﾘｱｲｴﾛｰｶﾅﾘｱｲｴﾛｰｶﾅﾘｱｲｴﾛｰｶﾅﾘｱｲｴﾛｰ

ｲﾝﾃﾞｨｺﾞｲﾝﾃﾞｨｺﾞｲﾝﾃﾞｨｺﾞｲﾝﾃﾞｨｺﾞ

ｵﾚﾝｼﾞｵﾚﾝｼﾞｵﾚﾝｼﾞｵﾚﾝｼﾞ

OXﾋﾟﾝｸOXﾋﾟﾝｸOXﾋﾟﾝｸOXﾋﾟﾝｸ OXｸﾞﾚｰOXｸﾞﾚｰOXｸﾞﾚｰOXｸﾞﾚｰ

ﾋﾟﾝｸﾋﾟﾝｸﾋﾟﾝｸﾋﾟﾝｸ ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸ

ﾄﾛﾋﾟｶﾙﾋﾟﾝｸﾄﾛﾋﾟｶﾙﾋﾟﾝｸﾄﾛﾋﾟｶﾙﾋﾟﾝｸﾄﾛﾋﾟｶﾙﾋﾟﾝｸ ﾌﾗﾐﾝｺﾞﾋﾟﾝｸﾌﾗﾐﾝｺﾞﾋﾟﾝｸﾌﾗﾐﾝｺﾞﾋﾟﾝｸﾌﾗﾐﾝｺﾞﾋﾟﾝｸ

ﾚｯﾄﾞﾚｯﾄﾞﾚｯﾄﾞﾚｯﾄﾞ ﾗｲﾗｯｸﾗｲﾗｯｸﾗｲﾗｯｸﾗｲﾗｯｸ

ﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨ ﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝ

ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾊﾟｰﾌﾟﾙﾊﾟｰﾌﾟﾙﾊﾟｰﾌﾟﾙ ﾊｲﾚｯﾄﾞﾊｲﾚｯﾄﾞﾊｲﾚｯﾄﾞﾊｲﾚｯﾄﾞ

ﾌﾞﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ ｺﾊﾞﾙﾄﾌﾞﾙｰｺﾊﾞﾙﾄﾌﾞﾙｰｺﾊﾞﾙﾄﾌﾞﾙｰｺﾊﾞﾙﾄﾌﾞﾙｰ

ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ﾚｯﾄﾞ/ﾌﾞﾗｯｸﾚｯﾄﾞ/ﾌﾞﾗｯｸﾚｯﾄﾞ/ﾌﾞﾗｯｸﾚｯﾄﾞ/ﾌﾞﾗｯｸ

ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭｸﾞﾘｰﾝ ﾈｲﾋﾞｰ/ﾌﾞﾗｯｸﾈｲﾋﾞｰ/ﾌﾞﾗｯｸﾈｲﾋﾞｰ/ﾌﾞﾗｯｸﾈｲﾋﾞｰ/ﾌﾞﾗｯｸ

OXﾌﾞﾙｰOXﾌﾞﾙｰOXﾌﾞﾙｰOXﾌﾞﾙｰ ﾌﾞﾗｯｸ/ﾄﾛﾋﾟｶﾙﾋﾟﾝｸﾌﾞﾗｯｸ/ﾄﾛﾋﾟｶﾙﾋﾟﾝｸﾌﾞﾗｯｸ/ﾄﾛﾋﾟｶﾙﾋﾟﾝｸﾌﾞﾗｯｸ/ﾄﾛﾋﾟｶﾙﾋﾟﾝｸ

ｱｸｱﾌﾞﾙｰｱｸｱﾌﾞﾙｰｱｸｱﾌﾞﾙｰｱｸｱﾌﾞﾙｰ ﾌﾞﾗｯｸ/ﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰﾌﾞﾗｯｸ/ﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰﾌﾞﾗｯｸ/ﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰﾌﾞﾗｯｸ/ﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰ

合計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚
基本単価 ： ２,５００円 （税込）基本単価 ： ２,５００円 （税込）基本単価 ： ２,５００円 （税込）基本単価 ： ２,５００円 （税込）

施設名施設名施設名施設名 刺繍する刺繍する刺繍する刺繍する 刺繍色刺繍色刺繍色刺繍色 刺繍文字刺繍文字刺繍文字刺繍文字

※刺繍する場合 み記入(刺繍 文字 み、書体 明朝体になります※施設毎に同一色・同一文字）

施設・団体名施設・団体名施設・団体名施設・団体名 納品先住所納品先住所納品先住所納品先住所

担当者名担当者名担当者名担当者名 電話番号電話番号電話番号電話番号

　株式会社　太田旗店　　　　担当 ： 伊藤、後藤
　　〒870-0901　大分市西新地２丁目１番４０号
　　TEL ： 097-552-1415　　　　FAX ： 097-558-6796

【お問合せ・お申込先】

500円増

カタログ　５ページ

A B C D E F G H I J K L M N

price down（値下げ）
お求め安くなりました

※刺繍を一種類だけ○
でお選びください（２種類２種類２種類２種類
以上必要な場合 、お以上必要な場合 、お以上必要な場合 、お以上必要な場合 、お
手数ですがコピーをお手数ですがコピーをお手数ですがコピーをお手数ですがコピーをお
使いください使いください使いください使いください）

O P
NEW!

だいふくんラグビー

受注・発注ミスを防ぐ為、申込情報 必須項目を正確に記載しＦＡＸして下さい



DAIFUKUN FAMILY ユニフォーム　申込書　　FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796 3333

1111 ホワイトホワイトホワイトホワイト 16161616 ライムライムライムライム

2222 ブラックブラックブラックブラック 17171717 ライトイエローライトイエローライトイエローライトイエロー

3333 ネイビーネイビーネイビーネイビー 18181818 ミントグリーンミントグリーンミントグリーンミントグリーン

4444 ロイヤルブルーロイヤルブルーロイヤルブルーロイヤルブルー 19191919 オレンジオレンジオレンジオレンジ

5555 パープルパープルパープルパープル 20202020 イエローイエローイエローイエロー

6666 ピンクピンクピンクピンク 21212121 ライトグリーンライトグリーンライトグリーンライトグリーン

7777 デイジーデイジーデイジーデイジー 22222222 サックスサックスサックスサックス

8888 グレーグレーグレーグレー 23232323 ライトオレンジライトオレンジライトオレンジライトオレンジ

9999 ホットピンクホットピンクホットピンクホットピンク 24242424 ライトパープルライトパープルライトパープルライトパープル

10101010 バーガンディバーガンディバーガンディバーガンディ 25252525 ミックスグレーミックスグレーミックスグレーミックスグレー

11111111 ターコイズターコイズターコイズターコイズ 26262626 ミックスブルーミックスブルーミックスブルーミックスブルー

12121212 グリーングリーングリーングリーン 27272727 ミックスレッドミックスレッドミックスレッドミックスレッド

13131313 レッドレッドレッドレッド 28282828 蛍光イエロー蛍光イエロー蛍光イエロー蛍光イエロー

14141414 ライトブルーライトブルーライトブルーライトブルー 29292929 蛍光オレンジ蛍光オレンジ蛍光オレンジ蛍光オレンジ

15151515 ライトピンクライトピンクライトピンクライトピンク 30303030 蛍光ピンク蛍光ピンク蛍光ピンク蛍光ピンク

↓左袖に施設名刺繍が必要な場合 ○してください

〒

[2018年度版][2018年度版][2018年度版][2018年度版]

ＬＬＬＬＬＬＬＬ

納品先住所納品先住所納品先住所納品先住所

基本単価 ： ２,５００円 （税込）基本単価 ： ２,５００円 （税込）基本単価 ： ２,５００円 （税込）基本単価 ： ２,５００円 （税込）

刺繍文字刺繍文字刺繍文字刺繍文字

５Ｌ５Ｌ５Ｌ５ＬＬＬＬＬＬＬＬＬ

[７０２]半袖ﾄﾞﾗｲﾒｯｼｭﾎﾟﾛｼｬﾂ(YDO７０２)[７０２]半袖ﾄﾞﾗｲﾒｯｼｭﾎﾟﾛｼｬﾂ(YDO７０２)[７０２]半袖ﾄﾞﾗｲﾒｯｼｭﾎﾟﾛｼｬﾂ(YDO７０２)[７０２]半袖ﾄﾞﾗｲﾒｯｼｭﾎﾟﾛｼｬﾂ(YDO７０２)

刺繍する刺繍する刺繍する刺繍する

施設・団体名施設・団体名施設・団体名施設・団体名

※刺繍する場合 み記入(刺繍 文字 み、書体 明朝体になります※施設毎に同一色・同一文字）

※太枠欄 必須項目です

５Ｌ５Ｌ５Ｌ５ＬＳＳＳＳＳＳＳＳ本体色本体色本体色本体色 ３Ｌ３Ｌ３Ｌ３Ｌ150150150150 ４Ｌ４Ｌ４Ｌ４ＬＳＳＳＳ ＭＭＭＭ ＬＬＬＬ

電話番号電話番号電話番号電話番号

合　　計合　　計合　　計合　　計 　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　枚

担当者名担当者名担当者名担当者名

施設名施設名施設名施設名

ＳＳＳＳ ＭＭＭＭ

刺繍色刺繍色刺繍色刺繍色

３Ｌ３Ｌ３Ｌ３Ｌ ４Ｌ４Ｌ４Ｌ４Ｌ本体色本体色本体色本体色 150150150150 ＬＬＬＬＳＳＳＳＳＳＳＳ

500円増

カタログ　６ページ

　株式会社　太田旗店　　　　担当 ： 伊藤、後藤
　　〒870-0901　大分市西新地２丁目１番４０号
　　TEL ： 097-552-1415　　　　FAX ： 097-558-6796

【お問合せ・お申込先】

NEW!

price down（値下げ）
お求め安くなりました

A B C D E F G H I J K L M N ※刺繍を一種類だけ○
でお選びください（２種類２種類２種類２種類
以上必要な場合 、お以上必要な場合 、お以上必要な場合 、お以上必要な場合 、お
手数ですがコピーをお手数ですがコピーをお手数ですがコピーをお手数ですがコピーをお
使いください使いください使いください使いください）

O P
NEW!

だいふくんラグビー

受注・発注ミスを防ぐ為、申込情報 必須項目を正確に記載しＦＡＸして下さい



DAIFUKUN FAMILY ユニフォーム　申込書　　FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796 4444

[７０３]半袖ﾚｲﾔｰﾄﾞﾎﾟﾛｼｬﾂ[[７０３]半袖ﾚｲﾔｰﾄﾞﾎﾟﾛｼｬﾂ[[７０３]半袖ﾚｲﾔｰﾄﾞﾎﾟﾛｼｬﾂ[[７０３]半袖ﾚｲﾔｰﾄﾞﾎﾟﾛｼｬﾂ[ﾎﾞﾀﾝﾀﾞｳﾝ]ﾎﾞﾀﾝﾀﾞｳﾝ]ﾎﾞﾀﾝﾀﾞｳﾝ]ﾎﾞﾀﾝﾀﾞｳﾝ](YDO７０３)(YDO７０３)(YDO７０３)(YDO７０３)

1111 1111

2222 2222

3333 3333

4444 4444

5555 5555

6666 6666

7777 7777

8888 8888

↓左袖に施設名刺繍が必要な場合 ○してください

〒

[2018年度版][2018年度版][2018年度版][2018年度版]

基本単価 ： ２,９００円 （税込）基本単価 ： ２,９００円 （税込）基本単価 ： ２,９００円 （税込）基本単価 ： ２,９００円 （税込）

電話番号電話番号電話番号電話番号

施設・団体名施設・団体名施設・団体名施設・団体名

※刺繍する場合 み記入(刺繍 文字 み、書体 明朝体になります※施設毎に同一色・同一文字）

[７０４]ﾄﾞﾗｲ[７０４]ﾄﾞﾗｲ[７０４]ﾄﾞﾗｲ[７０４]ﾄﾞﾗｲ長袖長袖長袖長袖ﾎﾟﾛｼｬﾂ[ﾎﾞﾀﾝﾀﾞｳﾝ](YDO７０４)ﾎﾟﾛｼｬﾂ[ﾎﾞﾀﾝﾀﾞｳﾝ](YDO７０４)ﾎﾟﾛｼｬﾂ[ﾎﾞﾀﾝﾀﾞｳﾝ](YDO７０４)ﾎﾟﾛｼｬﾂ[ﾎﾞﾀﾝﾀﾞｳﾝ](YDO７０４)

刺繍文字刺繍文字刺繍文字刺繍文字

ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ/ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ/ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ/ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ/ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ

ﾈｲﾋﾞｰ/ｲｴﾛｰﾈｲﾋﾞｰ/ｲｴﾛｰﾈｲﾋﾞｰ/ｲｴﾛｰﾈｲﾋﾞｰ/ｲｴﾛｰ

ﾌﾞﾗｯｸ/ﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾗｯｸ/ﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾗｯｸ/ﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾗｯｸ/ﾀｰｺｲｽﾞ

ﾎﾜｲﾄ/ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ/ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ/ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ/ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ

※太枠欄 必須項目です

刺繍色刺繍色刺繍色刺繍色

担当者名担当者名担当者名担当者名

LLLL

施設名施設名施設名施設名

LLLLLLLL

納品先住所納品先住所納品先住所納品先住所

基本単価 ： ２,８００円 （税込）基本単価 ： ２,８００円 （税込）基本単価 ： ２,８００円 （税込）基本単価 ： ２,８００円 （税込）

刺繍する刺繍する刺繍する刺繍する

ﾌﾞﾗｯｸ/ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸﾌﾞﾗｯｸ/ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸﾌﾞﾗｯｸ/ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸﾌﾞﾗｯｸ/ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸ

ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ/ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ/ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ/ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ/ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸ

5L5L5L5L

ﾎﾜｲﾄ/ﾚｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ/ﾚｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ/ﾚｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ/ﾚｯﾄﾞ

本体色本体色本体色本体色 MMMM 3L3L3L3L 4L4L4L4L

合　　計合　　計合　　計合　　計 　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　枚

ﾈｲﾋﾞｰ/ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸﾈｲﾋﾞｰ/ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸﾈｲﾋﾞｰ/ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸﾈｲﾋﾞｰ/ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸ

ライトピンクライトピンクライトピンクライトピンク

ブラックブラックブラックブラック

ミントグリーンミントグリーンミントグリーンミントグリーン

3L3L3L3L 4L4L4L4L 5L5L5L5L

オレンジオレンジオレンジオレンジ

ライトブルーライトブルーライトブルーライトブルー

ホワイトホワイトホワイトホワイト

本体色本体色本体色本体色 MMMM LLLL LLLLLLLL

ロイヤルブルーロイヤルブルーロイヤルブルーロイヤルブルー

ネイビーネイビーネイビーネイビー

合　　計合　　計合　　計合　　計 　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　枚

NEW!

500円増

カタログ　７ページ

　株式会社　太田旗店　　　　担当 ： 伊藤、後藤
　　〒870-0901　大分市西新地２丁目１番４０号
　　TEL ： 097-552-1415　　　　FAX ： 097-558-6796

【お問合せ・お申込先】

カタログ　８ページ

NEW!

A B C D E F G H I J K L M N ※刺繍を一種類だけ○
でお選びください（２種類２種類２種類２種類
以上必要な場合 、お以上必要な場合 、お以上必要な場合 、お以上必要な場合 、お
手数ですがコピーをお手数ですがコピーをお手数ですがコピーをお手数ですがコピーをお
使いください使いください使いください使いください）

O P
NEW!

だいふくんラグビー

受注・発注ミスを防ぐ為、申込情報 必須項目を正確に記載しＦＡＸして下さい



DAIFUKUN FAMILY ユニフォーム　申込書　　FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796 5555

1111
2222
3333
4444
5555
6666
7777
8888
9999
10101010
11111111
12121212
13131313
14141414
15151515
16161616

↓左袖に施設名刺繍が必要な場合 ○してください

〒

ＳＳＳＳＳＳＳＳ

[７０５]長袖ポロシャツﾎﾟｹｯﾄ付(YDO７０５)[７０５]長袖ポロシャツﾎﾟｹｯﾄ付(YDO７０５)[７０５]長袖ポロシャツﾎﾟｹｯﾄ付(YDO７０５)[７０５]長袖ポロシャツﾎﾟｹｯﾄ付(YDO７０５)

オレンジオレンジオレンジオレンジ

バーガンディバーガンディバーガンディバーガンディ
レッドレッドレッドレッド

４Ｌ４Ｌ４Ｌ４Ｌ

※太枠欄 必須項目です

５Ｌ５Ｌ５Ｌ５ＬLLLL ＬＬＬＬＬＬＬＬ ３Ｌ３Ｌ３Ｌ３ＬMMMM本体色本体色本体色本体色

電話番号電話番号電話番号電話番号

デイジーデイジーデイジーデイジー

グリーングリーングリーングリーン

イエローイエローイエローイエロー

ネイビーネイビーネイビーネイビー

ピンクピンクピンクピンク
グレーグレーグレーグレー
ホワイトホワイトホワイトホワイト

ライムライムライムライム
ミントグリーンミントグリーンミントグリーンミントグリーン
ブラックブラックブラックブラック

ロイヤルブルーロイヤルブルーロイヤルブルーロイヤルブルー

合　　計合　　計合　　計合　　計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚

サックスサックスサックスサックス
ターコイズターコイズターコイズターコイズ

担当者名担当者名担当者名担当者名

施設名施設名施設名施設名 刺繍する刺繍する刺繍する刺繍する

基本単価 ： ２,９００円 （税込）基本単価 ： ２,９００円 （税込）基本単価 ： ２,９００円 （税込）基本単価 ： ２,９００円 （税込）

刺繍色刺繍色刺繍色刺繍色 刺繍文字刺繍文字刺繍文字刺繍文字

※刺繍する場合 み記入(刺繍 文字 み、書体 明朝体になります※施設毎に同一色・同一文字）

施設・団体名施設・団体名施設・団体名施設・団体名 納品先住所納品先住所納品先住所納品先住所

[2018年度版][2018年度版][2018年度版][2018年度版]

500円増

カタログ　９ページ

　株式会社　太田旗店　　　　担当 ： 伊藤、後藤
　　〒870-0901　大分市西新地２丁目１番４０号
　　TEL ： 097-552-1415　　　　FAX ： 097-558-6796

【お問合せ・お申込先】

price down（値下げ）
お求め安くなりました

A B C D E F G H I J K L M N ※刺繍を一種類だけ○
でお選びください（２種類２種類２種類２種類
以上必要な場合 、お以上必要な場合 、お以上必要な場合 、お以上必要な場合 、お
手数ですがコピーをお手数ですがコピーをお手数ですがコピーをお手数ですがコピーをお
使いください使いください使いください使いください）

O P
NEW!

だいふくんラグビー

受注・発注ミスを防ぐ為、申込情報 必須項目を正確に記載しＦＡＸして下さい



DAIFUKUN FAMILY ユニフォーム　申込書　　FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796 6666
女性用女性用女性用女性用

1111

2222

3333

4444

5555

6666

男性用男性用男性用男性用

1111

2222

3333

4444

5555

6666

↓左袖に施設名刺繍が必要な場合 ○してください

〒

※刺繍する場合 み記入(刺繍 文字 み、書体 明朝体になります※施設毎に同一色・同一文字）

施設・団体名施設・団体名施設・団体名施設・団体名 納品先住所納品先住所納品先住所納品先住所

[７０６]吸水 乾ポロシャツ[花柄](YDO７０６)[７０６]吸水 乾ポロシャツ[花柄](YDO７０６)[７０６]吸水 乾ポロシャツ[花柄](YDO７０６)[７０６]吸水 乾ポロシャツ[花柄](YDO７０６) [2018年度版][2018年度版][2018年度版][2018年度版]

LLLL LLLLLLLL ３L３L３L３L

LLLL

担当者名担当者名担当者名担当者名

MMMM

ピンクピンクピンクピンク

合　　計合　　計合　　計合　　計

ネイビーネイビーネイビーネイビー

ホワイトホワイトホワイトホワイト

４L４L４L４L ５L５L５L５L

ターコイズターコイズターコイズターコイズ

ラベンダーラベンダーラベンダーラベンダー

本体色本体色本体色本体色

合　　計合　　計合　　計合　　計

LLLLLLLL

　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　枚

MMMM

ターコイズターコイズターコイズターコイズ

ホワイトホワイトホワイトホワイト

刺繍する刺繍する刺繍する刺繍する

ラベンダーラベンダーラベンダーラベンダー

ネイビーネイビーネイビーネイビー

ブルーブルーブルーブルー

本体色本体色本体色本体色

刺繍色刺繍色刺繍色刺繍色施設名施設名施設名施設名

基本単価 ： ５,３００円 （税込）基本単価 ： ５,３００円 （税込）基本単価 ： ５,３００円 （税込）基本単価 ： ５,３００円 （税込）

ピンクピンクピンクピンク

ブルーブルーブルーブルー

※太枠欄 必須項目です

刺繍文字刺繍文字刺繍文字刺繍文字

電話番号電話番号電話番号電話番号

３L３L３L３L

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚

500円増

カタログ　１１ページ

　株式会社　太田旗店　　　　担当 ： 伊藤、後藤
　　〒870-0901　大分市西新地２丁目１番４０号
　　TEL ： 097-552-1415　　　　FAX ： 097-558-6796

【お問合せ・お申込先】

price down（値下げ）
お求め安くなりました

受注・発注ミスを防ぐ為、申込情報 必須項目を正確に記載しＦＡＸして下さい



DAIFUKUN FAMILY ユニフォーム　申込書　　FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796 7777
[７０７]半袖ニットネクタイシャツ[ﾜｯﾌﾙﾄﾘｺｯﾄ](YDO７０７)[７０７]半袖ニットネクタイシャツ[ﾜｯﾌﾙﾄﾘｺｯﾄ](YDO７０７)[７０７]半袖ニットネクタイシャツ[ﾜｯﾌﾙﾄﾘｺｯﾄ](YDO７０７)[７０７]半袖ニットネクタイシャツ[ﾜｯﾌﾙﾄﾘｺｯﾄ](YDO７０７)

1111

2222

3333

4444

[７０８]長袖ロングニットネクタイシャツ[レディース](YDO７０８)[７０８]長袖ロングニットネクタイシャツ[レディース](YDO７０８)[７０８]長袖ロングニットネクタイシャツ[レディース](YDO７０８)[７０８]長袖ロングニットネクタイシャツ[レディース](YDO７０８)

1111

2222

3333

4444

↓左袖に施設名刺繍が必要な場合 ○してください

〒

３L３L３L３L

５L５L５L５L

※刺繍する場合 み記入(刺繍 文字 み、書体 明朝体になります※施設毎に同一色・同一文字）

施設・団体名施設・団体名施設・団体名施設・団体名 納品先住所納品先住所納品先住所納品先住所

合　　計合　　計合　　計合　　計

基本単価 ： ８,６００円 （税込）基本単価 ： ８,６００円 （税込）基本単価 ： ８,６００円 （税込）基本単価 ： ８,６００円 （税込）

施設名施設名施設名施設名 刺繍する刺繍する刺繍する刺繍する 刺繍色刺繍色刺繍色刺繍色 刺繍文字刺繍文字刺繍文字刺繍文字

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚

合　　計合　　計合　　計合　　計 　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　枚

基本単価 ： ８,１００円 （税込）基本単価 ： ８,１００円 （税込）基本単価 ： ８,１００円 （税込）基本単価 ： ８,１００円 （税込）

夜空夜空夜空夜空

大地大地大地大地

海海海海

４L４L４L４L

バラ園バラ園バラ園バラ園

担当者名担当者名担当者名担当者名 電話番号電話番号電話番号電話番号

夜空夜空夜空夜空

大地大地大地大地

海海海海

[2018年度版][2018年度版][2018年度版][2018年度版]

本体色本体色本体色本体色 MMMM LLLL LLLLLLLL

本体色本体色本体色本体色

※太枠欄 必須項目です

バラ園バラ園バラ園バラ園

MMMM LLLL LLLLLLLL ３L３L３L３L

500円増

カタログ　１２ページ

　株式会社　太田旗店　　　　担当 ： 伊藤、後藤
　　〒870-0901　大分市西新地２丁目１番４０号
　　TEL ： 097-552-1415　　　　FAX ： 097-558-6796

【お問合せ・お申込先】

NEW!

NEW!

受注・発注ミスを防ぐ為、申込情報 必須項目を正確に記載しＦＡＸして下さい



DAIFUKUN FAMILY ユニフォーム　申込書　　FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796 8888
[７０９]半袖ニットシャツ[ﾜｯﾌﾙﾄﾘｺｯﾄ](YDO７０９)[７０９]半袖ニットシャツ[ﾜｯﾌﾙﾄﾘｺｯﾄ](YDO７０９)[７０９]半袖ニットシャツ[ﾜｯﾌﾙﾄﾘｺｯﾄ](YDO７０９)[７０９]半袖ニットシャツ[ﾜｯﾌﾙﾄﾘｺｯﾄ](YDO７０９)

1111

2222

3333

4444

[７１０]長袖ニットシャツ(YDO７１０)[７１０]長袖ニットシャツ(YDO７１０)[７１０]長袖ニットシャツ(YDO７１０)[７１０]長袖ニットシャツ(YDO７１０)

1111

2222

3333

4444

↓左袖に施設名刺繍が必要な場合 ○してください

〒

合　　計合　　計合　　計合　　計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚

野原野原野原野原

バーレルバーレルバーレルバーレル

ぶどうぶどうぶどうぶどう

５L５L５L５L

青空青空青空青空

LLLL LLLLLLLL ３L３L３L３L ４L４L４L４L本体色本体色本体色本体色 MMMM

担当者名担当者名担当者名担当者名 電話番号電話番号電話番号電話番号

※刺繍する場合 み記入(刺繍 文字 み、書体 明朝体になります※施設毎に同一色・同一文字）

施設・団体名施設・団体名施設・団体名施設・団体名 納品先住所納品先住所納品先住所納品先住所

基本単価 ： ９,４００円 （税込）基本単価 ： ９,４００円 （税込）基本単価 ： ９,４００円 （税込）基本単価 ： ９,４００円 （税込）

施設名施設名施設名施設名 刺繍する刺繍する刺繍する刺繍する 刺繍色刺繍色刺繍色刺繍色 刺繍文字刺繍文字刺繍文字刺繍文字

合　　計合　　計合　　計合　　計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚

基本単価 ： ８,３００円 （税込）基本単価 ： ８,３００円 （税込）基本単価 ： ８,３００円 （税込）基本単価 ： ８,３００円 （税込）

野原野原野原野原

バーレルバーレルバーレルバーレル

ぶどうぶどうぶどうぶどう

青空青空青空青空

５L５L５L５LLLLL LLLLLLLL ３L３L３L３L ４L４L４L４L本体色本体色本体色本体色 MMMM

※太枠欄 必須項目です [2018年度版][2018年度版][2018年度版][2018年度版]

500円増

カタログ　１３ページ

　株式会社　太田旗店　　　　担当 ： 伊藤、後藤
　　〒870-0901　大分市西新地２丁目１番４０号
　　TEL ： 097-552-1415　　　　FAX ： 097-558-6796

【お問合せ・お申込先】

NEW!

NEW!

受注・発注ミスを防ぐ為、申込情報 必須項目を正確に記載しＦＡＸして下さい



DAIFUKUN FAMILY ユニフォーム　申込書　　FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796 9999
[７１１]半袖ニットシャツ[フレッシュストライプ](YDO７１１)[７１１]半袖ニットシャツ[フレッシュストライプ](YDO７１１)[７１１]半袖ニットシャツ[フレッシュストライプ](YDO７１１)[７１１]半袖ニットシャツ[フレッシュストライプ](YDO７１１)

1111

2222

3333

4444

[７１２]半袖ニットシャツ[花柄](YDO７１２)[７１２]半袖ニットシャツ[花柄](YDO７１２)[７１２]半袖ニットシャツ[花柄](YDO７１２)[７１２]半袖ニットシャツ[花柄](YDO７１２) [７１３]ブルゾン[ｼﾞｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ](YDO７１３)[７１３]ブルゾン[ｼﾞｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ](YDO７１３)[７１３]ブルゾン[ｼﾞｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ](YDO７１３)[７１３]ブルゾン[ｼﾞｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ](YDO７１３)

1111 1111

2222 2222

↓左袖に施設名刺繍が必要な場合 ○してください

〒

黒黒黒黒

ネイビーネイビーネイビーネイビー

合　　計合　　計合　　計合　　計

電話番号電話番号電話番号電話番号

　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　枚

３L３L３L３LMMMM LLLL３L３L３L３L

基本単価 ： ７,６００円 （税込）基本単価 ： ７,６００円 （税込）基本単価 ： ７,６００円 （税込）基本単価 ： ７,６００円 （税込）

　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　枚

担当者名担当者名担当者名担当者名

※刺繍する場合 み記入(刺繍 文字 み、書体 明朝体になります※施設毎に同一色・同一文字）

施設・団体名施設・団体名施設・団体名施設・団体名 納品先住所納品先住所納品先住所納品先住所

合　　計合　　計合　　計合　　計

基本単価 ： ８,１００円 （税込）基本単価 ： ８,１００円 （税込）基本単価 ： ８,１００円 （税込）基本単価 ： ８,１００円 （税込）

施設名施設名施設名施設名 刺繍する刺繍する刺繍する刺繍する 刺繍色刺繍色刺繍色刺繍色 刺繍文字刺繍文字刺繍文字刺繍文字

オフホワイト／アメリブルーオフホワイト／アメリブルーオフホワイト／アメリブルーオフホワイト／アメリブルー

オフホワイト／アメリピンクオフホワイト／アメリピンクオフホワイト／アメリピンクオフホワイト／アメリピンク

※太枠欄 必須項目です [2018年度版][2018年度版][2018年度版][2018年度版]

本体色本体色本体色本体色 MMMM LLLL LLLLLLLL ３L３L３L３L ４L４L４L４L ５L５L５L５L

草原草原草原草原

青空青空青空青空

バラ園バラ園バラ園バラ園

アルプスアルプスアルプスアルプス

合　　計合　　計合　　計合　　計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚

基本単価 ： ７,６００円 （税込）基本単価 ： ７,６００円 （税込）基本単価 ： ７,６００円 （税込）基本単価 ： ７,６００円 （税込）

本体色本体色本体色本体色 MMMM LLLL LLLLLLLL 本体色本体色本体色本体色 LLLLLLLL

500円増

カタログ　１４ページ

　株式会社　太田旗店　　　　担当 ： 伊藤、後藤
　　〒870-0901　大分市西新地２丁目１番４０号
　　TEL ： 097-552-1415　　　　FAX ： 097-558-6796

【お問合せ・お申込先】

NEW!

NEW! NEW!
カタログ　１５ページ カタログ　１６ページ

受注・発注ミスを防ぐ為、申込情報 必須項目を正確に記載しＦＡＸして下さい



DAIFUKUN FAMILY ユニフォーム　申込書　　FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796 10101010
[７１４]カーディガン[ｼﾞｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ](YDO７１４)[７１４]カーディガン[ｼﾞｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ](YDO７１４)[７１４]カーディガン[ｼﾞｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ](YDO７１４)[７１４]カーディガン[ｼﾞｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ](YDO７１４)

1111

2222

[７１５]カーディガン[レインボーニット](YDO７１５)[７１５]カーディガン[レインボーニット](YDO７１５)[７１５]カーディガン[レインボーニット](YDO７１５)[７１５]カーディガン[レインボーニット](YDO７１５)

1111

2222

3333

↓左袖に施設名刺繍が必要な場合 ○してください

〒

合　　計合　　計合　　計合　　計 　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　枚

ネイビーネイビーネイビーネイビー

LLLLLLLL ３L３L３L３L

黒黒黒黒

本体色本体色本体色本体色 MMMM LLLL

担当者名担当者名担当者名担当者名

合　　計合　　計合　　計合　　計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚

基本単価 ： ８,２００円 （税込）基本単価 ： ８,２００円 （税込）基本単価 ： ８,２００円 （税込）基本単価 ： ８,２００円 （税込）

施設名施設名施設名施設名 刺繍する刺繍する刺繍する刺繍する 刺繍色刺繍色刺繍色刺繍色

電話番号電話番号電話番号電話番号

※刺繍する場合 み記入(刺繍 文字 み、書体 明朝体になります※施設毎に同一色・同一文字）

施設・団体名施設・団体名施設・団体名施設・団体名 納品先住所納品先住所納品先住所納品先住所

刺繍文字刺繍文字刺繍文字刺繍文字

星空星空星空星空

大地大地大地大地

４L４L４L４L ５L５L５L５L

ストーンストーンストーンストーン

基本単価 ： ６,６００円 （税込）基本単価 ： ６,６００円 （税込）基本単価 ： ６,６００円 （税込）基本単価 ： ６,６００円 （税込）

本体色本体色本体色本体色 MMMM LLLL LLLLLLLL ３L３L３L３L

[2018年度版][2018年度版][2018年度版][2018年度版]※太枠欄 必須項目です

500円増

カタログ　１７ページ

　株式会社　太田旗店　　　　担当 ： 伊藤、後藤
　　〒870-0901　大分市西新地２丁目１番４０号
　　TEL ： 097-552-1415　　　　FAX ： 097-558-6796

【お問合せ・お申込先】

NEW!

NEW!
カタログ　１８ページ

受注・発注ミスを防ぐ為、申込情報 必須項目を正確に記載しＦＡＸして下さい



DAIFUKUN FAMILY ユニフォーム　申込書　　FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796 11111111
[７１６]フリースジャケット(YDO７１６)[７１６]フリースジャケット(YDO７１６)[７１６]フリースジャケット(YDO７１６)[７１６]フリースジャケット(YDO７１６)

1111

2222

3333

4444

5555

6666

7777

[７１７]フードインジャケット[ﾕﾆｾｯｸｽ](YDO７１７)[７１７]フードインジャケット[ﾕﾆｾｯｸｽ](YDO７１７)[７１７]フードインジャケット[ﾕﾆｾｯｸｽ](YDO７１７)[７１７]フードインジャケット[ﾕﾆｾｯｸｽ](YDO７１７)

1111

2222

3333

4444

5555

6666

7777

8888

9999

↓左袖に施設名刺繍が必要な場合 ○してください

〒

イエロー×ブラックイエロー×ブラックイエロー×ブラックイエロー×ブラック

ミントグリーン×チャコールミントグリーン×チャコールミントグリーン×チャコールミントグリーン×チャコール

オレンジ×チャコールオレンジ×チャコールオレンジ×チャコールオレンジ×チャコール

レッドレッドレッドレッド

ロイヤルブルー×ブラックロイヤルブルー×ブラックロイヤルブルー×ブラックロイヤルブルー×ブラック

レッド×ブラックレッド×ブラックレッド×ブラックレッド×ブラック

シルバーグレー×ブラックシルバーグレー×ブラックシルバーグレー×ブラックシルバーグレー×ブラック

ターコイズ×チャコールターコイズ×チャコールターコイズ×チャコールターコイズ×チャコール

オフホワイトオフホワイトオフホワイトオフホワイト

担当者名担当者名担当者名担当者名 電話番号電話番号電話番号電話番号

※刺繍する場合 み記入(刺繍 文字 み、書体 明朝体になります※施設毎に同一色・同一文字）

施設・団体名施設・団体名施設・団体名施設・団体名 納品先住所納品先住所納品先住所納品先住所

施設名施設名施設名施設名 刺繍する刺繍する刺繍する刺繍する 刺繍色刺繍色刺繍色刺繍色 刺繍文字刺繍文字刺繍文字刺繍文字

合　　計合　　計合　　計合　　計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚

基本単価 ： ５,４００円 （税込）基本単価 ： ５,４００円 （税込）基本単価 ： ５,４００円 （税込）基本単価 ： ５,４００円 （税込）

ブラック×チャコールブラック×チャコールブラック×チャコールブラック×チャコール
チャコール×ブラックチャコール×ブラックチャコール×ブラックチャコール×ブラック

４L４L４L４L ５L５L５L５LMMMM LLLL LLLLLLLL ３L３L３L３L

合　　計合　　計合　　計合　　計 　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　枚

基本単価 ： ３,６００円 （税込）基本単価 ： ３,６００円 （税込）基本単価 ： ３,６００円 （税込）基本単価 ： ３,６００円 （税込）

本体色本体色本体色本体色

ロイヤルブルーロイヤルブルーロイヤルブルーロイヤルブルー
ネイビーネイビーネイビーネイビー

グレーグレーグレーグレー

ゴールドイエローゴールドイエローゴールドイエローゴールドイエロー

ブラックブラックブラックブラック

[2018年度版][2018年度版][2018年度版][2018年度版]

本体色本体色本体色本体色 XXXX MMMM LLLL XLXLXLXL

※太枠欄 必須項目です

500円増

カタログ　１９ページ

　株式会社　太田旗店　　　　担当 ： 伊藤、後藤
　　〒870-0901　大分市西新地２丁目１番４０号
　　TEL ： 097-552-1415　　　　FAX ： 097-558-6796

【お問合せ・お申込先】

NEW!

NEW!

カタログ　２０ページ

受注・発注ミスを防ぐ為、申込情報 必須項目を正確に記載しＦＡＸして下さい



DAIFUKUN FAMILY ユニフォーム　申込書　　FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796 12121212

1111 22222222

2222 23232323

3333 24242424

4444 25252525

5555 26262626

6666 27272727

7777 28282828

8888 29292929

9999 30303030

10101010 31313131

11111111 32323232

12121212 33333333

13131313 34343434

14141414 35353535

15151515 36363636

16161616 37373737

17171717 38383838

18181818 39393939

19191919 40404040

20202020 41414141

21212121

↓左袖に施設名刺繍が必要な場合 ○してください

〒

ﾀｰｺｲｽﾞﾀｰｺｲｽﾞﾀｰｺｲｽﾞﾀｰｺｲｽﾞ

ｻｯｸｽｻｯｸｽｻｯｸｽｻｯｸｽ

本体色本体色本体色本体色 ４L４L４L４L

電話番号電話番号電話番号電話番号

ﾐｯｸｽｸﾞﾚｰﾐｯｸｽｸﾞﾚｰﾐｯｸｽｸﾞﾚｰﾐｯｸｽｸﾞﾚｰ

ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ

刺繍色刺繍色刺繍色刺繍色

ｵﾘｰﾌﾞｵﾘｰﾌﾞｵﾘｰﾌﾞｵﾘｰﾌﾞ

ｵﾚﾝｼﾞｵﾚﾝｼﾞｵﾚﾝｼﾞｵﾚﾝｼﾞ

基本単価 ： ２,６００円 （税込）基本単価 ： ２,６００円 （税込）基本単価 ： ２,６００円 （税込）基本単価 ： ２,６００円 （税込）

ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾊﾟｰﾌﾟﾙﾊﾟｰﾌﾟﾙﾊﾟｰﾌﾟﾙ ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ

納品先住所納品先住所納品先住所納品先住所

ｻﾝｾｯﾄｵﾚﾝｼﾞｻﾝｾｯﾄｵﾚﾝｼﾞｻﾝｾｯﾄｵﾚﾝｼﾞｻﾝｾｯﾄｵﾚﾝｼﾞ

合計

刺繍文字刺繍文字刺繍文字刺繍文字

担当者名担当者名担当者名担当者名

ﾐｯｸｽﾌﾞﾙｰﾐｯｸｽﾌﾞﾙｰﾐｯｸｽﾌﾞﾙｰﾐｯｸｽﾌﾞﾙｰ

ﾗｲﾄｵﾚﾝｼﾞﾗｲﾄｵﾚﾝｼﾞﾗｲﾄｵﾚﾝｼﾞﾗｲﾄｵﾚﾝｼﾞ

ﾃﾞｲｼﾞｰﾃﾞｲｼﾞｰﾃﾞｲｼﾞｰﾃﾞｲｼﾞｰ

ﾐｯｸｽﾚｯﾄﾞﾐｯｸｽﾚｯﾄﾞﾐｯｸｽﾚｯﾄﾞﾐｯｸｽﾚｯﾄﾞ

ｲｴﾛｰｲｴﾛｰｲｴﾛｰｲｴﾛｰ

※刺繍する場合 み記入(刺繍 文字 み、書体 明朝体になります※施設毎に同一色・同一文字）

施設・団体名施設・団体名施設・団体名施設・団体名

蛍光ｲｴﾛｰ蛍光ｲｴﾛｰ蛍光ｲｴﾛｰ蛍光ｲｴﾛｰ

ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸﾎｯﾄﾋﾟﾝｸﾎｯﾄﾋﾟﾝｸﾎｯﾄﾋﾟﾝｸ

ﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰ

ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸ

ﾗｲﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙﾗｲﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙﾗｲﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙﾗｲﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙ ＢＢＢＢ

蛍光ﾋﾟﾝｸ蛍光ﾋﾟﾝｸ蛍光ﾋﾟﾝｸ蛍光ﾋﾟﾝｸ

蛍光ｵﾚﾝｼﾞ蛍光ｵﾚﾝｼﾞ蛍光ｵﾚﾝｼﾞ蛍光ｵﾚﾝｼﾞ

ﾋﾟﾝｸﾋﾟﾝｸﾋﾟﾝｸﾋﾟﾝｸ

ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸﾗｲﾄﾋﾟﾝｸﾗｲﾄﾋﾟﾝｸﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ

[７１８]ドライＴシャツ(YDO７１８)[７１８]ドライＴシャツ(YDO７１８)[７１８]ドライＴシャツ(YDO７１８)[７１８]ドライＴシャツ(YDO７１８) [2018年度版][2018年度版][2018年度版][2018年度版]

150150150150

ｱｰﾐｰｸﾞﾘｰﾝｱｰﾐｰｸﾞﾘｰﾝｱｰﾐｰｸﾞﾘｰﾝｱｰﾐｰｸﾞﾘｰﾝ

５L５L５L５L 150150150150 ５L５L５L５LLLLL LLLLLLLL

ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾘｰﾝ

本体色本体色本体色本体色

ｸﾞﾚｰｸﾞﾚｰｸﾞﾚｰｸﾞﾚｰ

ﾚｯﾄﾞﾚｯﾄﾞﾚｯﾄﾞﾚｯﾄﾞ

施設名施設名施設名施設名

ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰﾗｲﾄﾌﾞﾙｰﾗｲﾄﾌﾞﾙｰﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ

刺繍する刺繍する刺繍する刺繍する

ＡＡＡＡﾎﾜｲﾄﾎﾜｲﾄﾎﾜｲﾄﾎﾜｲﾄ

４L４L４L４LMMMM 3L3L3L3L

ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾞﾙｰｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾞﾙｰｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾞﾙｰｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾞﾙｰ

ﾗｲﾑﾗｲﾑﾗｲﾑﾗｲﾑ ﾌﾞﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ

ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ ﾐﾝﾄﾌﾞﾙｰﾐﾝﾄﾌﾞﾙｰﾐﾝﾄﾌﾞﾙｰﾐﾝﾄﾌﾞﾙｰ

※太枠欄 必須項目です

　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚

MMMM LLLL LLLLLLLL 3L3L3L3L

ﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨ ﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝ

ﾐｯｸｽﾋﾟﾝｸﾐｯｸｽﾋﾟﾝｸﾐｯｸｽﾋﾟﾝｸﾐｯｸｽﾋﾟﾝｸ

ﾐｯｸｽﾊﾟｰﾌﾟﾙﾐｯｸｽﾊﾟｰﾌﾟﾙﾐｯｸｽﾊﾟｰﾌﾟﾙﾐｯｸｽﾊﾟｰﾌﾟﾙ

ﾗｲﾄｲｴﾛｰﾗｲﾄｲｴﾛｰﾗｲﾄｲｴﾛｰﾗｲﾄｲｴﾛｰ

ﾒﾛﾝﾒﾛﾝﾒﾛﾝﾒﾛﾝ

※転写する
デザインを
どちらか一
種類だけ○
でお選びく
ださい（どちどちどちどち
らも必要ならも必要ならも必要ならも必要な
場合 お手場合 お手場合 お手場合 お手
数ですがコ数ですがコ数ですがコ数ですがコ
ピーをお使ピーをお使ピーをお使ピーをお使
いくださいいくださいいくださいいください）

　株式会社　太田旗店　　　　担当 ： 伊藤、後藤
　　〒870-0901　大分市西新地２丁目１番４０号
　　TEL ： 097-552-1415　　　　FAX ： 097-558-6796

【お問合せ・お申込先】

500円増

カタログ　２２ページ

NEW!

受注・発注ミスを防ぐ為、申込情報 必須項目を正確に記載しＦＡＸして下さい



DAIFUKUN FAMILY ユニフォーム　申込書　　FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796 13131313

1111

2222

3333

4444

5555

6666

7777

8888

9999

10101010

11111111

12121212

13131313

14141414

15151515

16161616

17171717

18181818

19191919

20202020

基本単価 ： ２,７００円 （税込）基本単価 ： ２,７００円 （税込）基本単価 ： ２,７００円 （税込）基本単価 ： ２,７００円 （税込）
↓左袖に施設名刺繍が必要な場合 ○してください

ＡＡＡＡ

ＢＢＢＢ

54545454 ﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝ

55555555 ｱｲﾋﾞｰｸﾞﾘｰﾝｱｲﾋﾞｰｸﾞﾘｰﾝｱｲﾋﾞｰｸﾞﾘｰﾝｱｲﾋﾞｰｸﾞﾘｰﾝ

52525252 ｵｰﾄﾐｰﾙｵｰﾄﾐｰﾙｵｰﾄﾐｰﾙｵｰﾄﾐｰﾙ

53535353

合　計合　計合　計合　計 　　　　　　　枚　　　　　　　枚　　　　　　　枚　　　　　　　枚

〒

施設名施設名施設名施設名

※刺繍する場合 み記入(刺繍 文字 み、書体 明朝体になります※施設毎に同一色・同一文字）

ｻｯｸｽｻｯｸｽｻｯｸｽｻｯｸｽ

50505050 ｵﾘｰﾌﾞｵﾘｰﾌﾞｵﾘｰﾌﾞｵﾘｰﾌﾞ

51515151 ｱｲﾎﾞﾘｰｱｲﾎﾞﾘｰｱｲﾎﾞﾘｰｱｲﾎﾞﾘｰ

48484848 ﾁｮｺﾚｰﾄﾁｮｺﾚｰﾄﾁｮｺﾚｰﾄﾁｮｺﾚｰﾄ

49494949 ﾌｫﾚｽﾄﾌｫﾚｽﾄﾌｫﾚｽﾄﾌｫﾚｽﾄ

46464646 ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸ

47474747 ﾁｬｺｰﾙﾁｬｺｰﾙﾁｬｺｰﾙﾁｬｺｰﾙ

44444444 ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾘｰﾝ

45454545 ﾗｲﾑﾗｲﾑﾗｲﾑﾗｲﾑ

42424242 ﾃﾞﾆﾑﾃﾞﾆﾑﾃﾞﾆﾑﾃﾞﾆﾑ

43434343 ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾘｰﾝﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾘｰﾝﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾘｰﾝﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾘｰﾝ

XLXLXLXL XXLXXLXXLXXL XXXLXXXLXXXLXXXL

41414141 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾊﾟｰﾌﾟﾙﾃﾞｨｰﾌﾟﾊﾟｰﾌﾟﾙﾃﾞｨｰﾌﾟﾊﾟｰﾌﾟﾙﾃﾞｨｰﾌﾟﾊﾟｰﾌﾟﾙ

本体色本体色本体色本体色 MMMM LLLL

37373737

38383838

39393939

40404040

33333333

34343434

35353535

36363636

29292929

30303030

31313131

32323232

25252525

26262626

27272727

28282828

21212121

22222222

23232323

24242424

ﾎﾜｲﾄﾎﾜｲﾄﾎﾜｲﾄﾎﾜｲﾄ

ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ

ﾀｰｺｲｽﾞﾀｰｺｲｽﾞﾀｰｺｲｽﾞﾀｰｺｲｽﾞ

ｼｰﾌﾞﾙｰｼｰﾌﾞﾙｰｼｰﾌﾞﾙｰｼｰﾌﾞﾙｰ

ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾊﾟｰﾌﾟﾙﾊﾟｰﾌﾟﾙﾊﾟｰﾌﾟﾙ

杢ｸﾞﾚｰ杢ｸﾞﾚｰ杢ｸﾞﾚｰ杢ｸﾞﾚｰ

ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ

ｱｯｼｭｱｯｼｭｱｯｼｭｱｯｼｭ

ｱｰﾐｰｸﾞﾘｰﾝｱｰﾐｰｸﾞﾘｰﾝｱｰﾐｰｸﾞﾘｰﾝｱｰﾐｰｸﾞﾘｰﾝ

57575757 ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ

ﾃﾞｲｼﾞｰﾃﾞｲｼﾞｰﾃﾞｲｼﾞｰﾃﾞｲｼﾞｰ

ﾏｽﾀｰﾄﾞﾏｽﾀｰﾄﾞﾏｽﾀｰﾄﾞﾏｽﾀｰﾄﾞ

ｵﾚﾝｼﾞｵﾚﾝｼﾞｵﾚﾝｼﾞｵﾚﾝｼﾞ

ﾗｲﾄｵﾚﾝｼﾞﾗｲﾄｵﾚﾝｼﾞﾗｲﾄｵﾚﾝｼﾞﾗｲﾄｵﾚﾝｼﾞ

ﾃﾞｨｰﾌﾟｵﾚﾝｼﾞﾃﾞｨｰﾌﾟｵﾚﾝｼﾞﾃﾞｨｰﾌﾟｵﾚﾝｼﾞﾃﾞｨｰﾌﾟｵﾚﾝｼﾞ

ﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨ

ﾚｯﾄﾞﾚｯﾄﾞﾚｯﾄﾞﾚｯﾄﾞ

58585858

56565656

ｲﾀﾘｱﾝﾚｯﾄﾞｲﾀﾘｱﾝﾚｯﾄﾞｲﾀﾘｱﾝﾚｯﾄﾞｲﾀﾘｱﾝﾚｯﾄﾞ

ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸﾎｯﾄﾋﾟﾝｸﾎｯﾄﾋﾟﾝｸﾎｯﾄﾋﾟﾝｸ

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ

ﾗｲﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙﾗｲﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙﾗｲﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙﾗｲﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙ

ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸﾗｲﾄﾋﾟﾝｸﾗｲﾄﾋﾟﾝｸﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ

[７１９]ヘビーウエイトＴシャツ(YDO７１９)[７１９]ヘビーウエイトＴシャツ(YDO７１９)[７１９]ヘビーウエイトＴシャツ(YDO７１９)[７１９]ヘビーウエイトＴシャツ(YDO７１９)

LLLL

刺繍する刺繍する刺繍する刺繍する 刺繍色刺繍色刺繍色刺繍色 刺繍文字刺繍文字刺繍文字刺繍文字

XXLXXLXXLXXL

※太枠欄 必須項目です

ｲｴﾛｰｲｴﾛｰｲｴﾛｰｲｴﾛｰ

ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰﾗｲﾄﾌﾞﾙｰﾗｲﾄﾌﾞﾙｰﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ

ｽﾓｰｸﾌﾞﾗｯｸｽﾓｰｸﾌﾞﾗｯｸｽﾓｰｸﾌﾞﾗｯｸｽﾓｰｸﾌﾞﾗｯｸ

XLXLXLXL本体色本体色本体色本体色

ﾅﾁｭﾗﾙﾅﾁｭﾗﾙﾅﾁｭﾗﾙﾅﾁｭﾗﾙ

ﾗｲﾄｲｴﾛｰﾗｲﾄｲｴﾛｰﾗｲﾄｲｴﾛｰﾗｲﾄｲｴﾛｰ

施設・団体名施設・団体名施設・団体名施設・団体名

担当者名担当者名担当者名担当者名 電話番号電話番号電話番号電話番号

XXXLXXXLXXXLXXXL

ﾋﾟｰﾁﾋﾟｰﾁﾋﾟｰﾁﾋﾟｰﾁ

ﾋﾟﾝｸﾋﾟﾝｸﾋﾟﾝｸﾋﾟﾝｸ

ﾗｲﾄｻｰﾓﾝﾗｲﾄｻｰﾓﾝﾗｲﾄｻｰﾓﾝﾗｲﾄｻｰﾓﾝ

ｺｰﾗﾙｵﾚﾝｼﾞｺｰﾗﾙｵﾚﾝｼﾞｺｰﾗﾙｵﾚﾝｼﾞｺｰﾗﾙｵﾚﾝｼﾞ

ｺﾞｰﾙﾄﾞｲｴﾛｰｺﾞｰﾙﾄﾞｲｴﾛｰｺﾞｰﾙﾄﾞｲｴﾛｰｺﾞｰﾙﾄﾞｲｴﾛｰ

MMMM

[2018年度版][2018年度版][2018年度版][2018年度版]

ｱｸｱｱｸｱｱｸｱｱｸｱ

ﾒﾄﾛﾌﾞﾙｰﾒﾄﾛﾌﾞﾙｰﾒﾄﾛﾌﾞﾙｰﾒﾄﾛﾌﾞﾙｰ

ｱｲｽｸﾞﾘｰﾝｱｲｽｸﾞﾘｰﾝｱｲｽｸﾞﾘｰﾝｱｲｽｸﾞﾘｰﾝ

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾞﾙｰｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾞﾙｰｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾞﾙｰｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾞﾙｰ

ﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾙｰﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾙｰﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾙｰﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾙｰ

ﾋﾟｰｺｯｸｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｺｯｸｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｺｯｸｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｺｯｸｸﾞﾘｰﾝ

納品先住所納品先住所納品先住所納品先住所

本体色本体色本体色本体色 LLLL XLXLXLXL XXLXXLXXLXXL

ﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰ

ｴﾒﾗﾙﾄﾞｴﾒﾗﾙﾄﾞｴﾒﾗﾙﾄﾞｴﾒﾗﾙﾄﾞ

ﾌﾞﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ

ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ

ﾐﾝﾄﾐﾝﾄﾐﾝﾄﾐﾝﾄ

XXXLXXXLXXXLXXXLMMMM

カタログ　２３ページ

　株式会社　太田旗店　　　　担当 ： 伊藤、後藤
　　〒870-0901　大分市西新地２丁目１番４０号
　　TEL ： 097-552-1415　　　　FAX ： 097-558-6796

【お問合せ・お申込先】

500円増

※転写する
デザインを
どちらか一
種類だけ○
でお選びく
ださい（どちどちどちどち
らも必要ならも必要ならも必要ならも必要な
場合 お手場合 お手場合 お手場合 お手
数ですがコ数ですがコ数ですがコ数ですがコ
ピーをお使ピーをお使ピーをお使ピーをお使
いくださいいくださいいくださいいください）

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

price down（値下げ）
お求め安くなりました

受注・発注ミスを防ぐ為、申込情報 必須項目を正確に記載しＦＡＸして下さい



DAIFUKUN FAMILY ユニフォーム　申込書　　FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796 14141414
[７２０]ボーダーポロシャツ(YDO７２０)[７２０]ボーダーポロシャツ(YDO７２０)[７２０]ボーダーポロシャツ(YDO７２０)[７２０]ボーダーポロシャツ(YDO７２０)

1111

2222

3333

4444

[７２１]ボーダーTシャツ（七分袖）[ﾕﾆｾｯｸｽ](YDO７２１)[７２１]ボーダーTシャツ（七分袖）[ﾕﾆｾｯｸｽ](YDO７２１)[７２１]ボーダーTシャツ（七分袖）[ﾕﾆｾｯｸｽ](YDO７２１)[７２１]ボーダーTシャツ（七分袖）[ﾕﾆｾｯｸｽ](YDO７２１)

1111

2222

3333

4444

↓右袖に施設名刺繍が必要な場合 ○してください

〒

ＡＡＡＡ ＢＢＢＢ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚

納品先住所納品先住所納品先住所納品先住所

担当者名担当者名担当者名担当者名 電話番号電話番号電話番号電話番号

ピンクピンクピンクピンク

基本単価 ： ５,６００円 （税込）基本単価 ： ５,６００円 （税込）基本単価 ： ５,６００円 （税込）基本単価 ： ５,６００円 （税込）

合　　計合　　計合　　計合　　計

グリーングリーングリーングリーン

４L４L４L４L

オレンジオレンジオレンジオレンジ

MMMM LLLL LLLLLLLL ３L３L３L３L

　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　　　枚

基本単価 ： ５,５００円 （税込）基本単価 ： ５,５００円 （税込）基本単価 ： ５,５００円 （税込）基本単価 ： ５,５００円 （税込）

本体色本体色本体色本体色

ネイビーネイビーネイビーネイビー

施設名施設名施設名施設名 刺繍する刺繍する刺繍する刺繍する 刺繍色刺繍色刺繍色刺繍色

オレンジオレンジオレンジオレンジ

合　　計合　　計合　　計合　　計

刺繍文字刺繍文字刺繍文字刺繍文字

※刺繍する場合 み記入(刺繍 文字 み、書体 明朝体になります※施設毎に同一色・同一文字）

施設・団体名施設・団体名施設・団体名施設・団体名

ピンクピンクピンクピンク

ネイビーネイビーネイビーネイビー

MMMM LLLL

グリーングリーングリーングリーン

LLLLLLLL

※太枠欄 必須項目です [2018年度版][2018年度版][2018年度版][2018年度版]

本体色本体色本体色本体色 ３L３L３L３L

500円増

カタログ　２４ページ

　株式会社　太田旗店　　　　担当 ： 伊藤、後藤
　　〒870-0901　大分市西新地２丁目１番４０号
　　TEL ： 097-552-1415　　　　FAX ： 097-558-6796

【お問合せ・お申込先】

NEW!

NEW!
カタログ　２５ページ

※転写するデザインをどちらか一
種類だけ○でお選びください（どちどちどちどち
らも必要な場合 お手数ですがコらも必要な場合 お手数ですがコらも必要な場合 お手数ですがコらも必要な場合 お手数ですがコ
ピーをお使いくださいピーをお使いくださいピーをお使いくださいピーをお使いください）

受注・発注ミスを防ぐ為、申込情報 必須項目を正確に記載しＦＡＸして下さい



DAIFUKUN FAMILY ユニフォーム　申込書　　FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796FAX ： 097-558-6796 15151515

\2,500\2,500\2,500\2,500

[７２２]ペットボトルカバー(YDO７２２)[７２２]ペットボトルカバー(YDO７２２)[７２２]ペットボトルカバー(YDO７２２)[７２２]ペットボトルカバー(YDO７２２) [７２４]刺子織小銭入れ(YDO７２４)[７２４]刺子織小銭入れ(YDO７２４)[７２４]刺子織小銭入れ(YDO７２４)[７２４]刺子織小銭入れ(YDO７２４) [７２６]刺子織名刺カード入れ(YDO７２６)[７２６]刺子織名刺カード入れ(YDO７２６)[７２６]刺子織名刺カード入れ(YDO７２６)[７２６]刺子織名刺カード入れ(YDO７２６)

[７２３]エコトートバッグ(YDO７２３)[７２３]エコトートバッグ(YDO７２３)[７２３]エコトートバッグ(YDO７２３)[７２３]エコトートバッグ(YDO７２３) [７２５]刺子織コースター(YDO７２５)[７２５]刺子織コースター(YDO７２５)[７２５]刺子織コースター(YDO７２５)[７２５]刺子織コースター(YDO７２５) [７２７]刺子織ランチョンマット(YDO７２７)[７２７]刺子織ランチョンマット(YDO７２７)[７２７]刺子織ランチョンマット(YDO７２７)[７２７]刺子織ランチョンマット(YDO７２７)

\1,300\1,300\1,300\1,300

１０個以上１０個以上１０個以上１０個以上

\1,500\1,500\1,500\1,500

\1,600\1,600\1,600\1,600

数量数量数量数量

※太枠欄 必須項目です

最低ロット最低ロット最低ロット最低ロット 単価単価単価単価

３０個以上３０個以上３０個以上３０個以上

５０個以上５０個以上５０個以上５０個以上

１００個以上１００個以上１００個以上１００個以上

５０個以上５０個以上５０個以上５０個以上

１００個以上１００個以上１００個以上１００個以上

\1,400\1,400\1,400\1,400

\1,050\1,050\1,050\1,050 ５０個以上５０個以上５０個以上５０個以上５０個以上５０個以上５０個以上５０個以上 \1,400\1,400\1,400\1,400 ５０個以上５０個以上５０個以上５０個以上

１０個以上１０個以上１０個以上１０個以上 \1,200\1,200\1,200\1,200

最低ロット最低ロット最低ロット最低ロット 単価単価単価単価

最低ロット最低ロット最低ロット最低ロット

単価単価単価単価

１０個以上１０個以上１０個以上１０個以上 \1,500\1,500\1,500\1,500

３０個以上３０個以上３０個以上３０個以上

最低ロット最低ロット最低ロット最低ロット

１００個以上１００個以上１００個以上１００個以上 \1,200\1,200\1,200\1,200

\1,300\1,300\1,300\1,300

\1,200\1,200\1,200\1,200

５０個以上５０個以上５０個以上５０個以上

\1,500\1,500\1,500\1,500

３０個以上３０個以上３０個以上３０個以上 \1,400\1,400\1,400\1,400

\1,300\1,300\1,300\1,300

数量数量数量数量

\1,400\1,400\1,400\1,400

[2018年度版][2018年度版][2018年度版][2018年度版]

数量数量数量数量

数量数量数量数量単価単価単価単価 数量数量数量数量 最低ロット最低ロット最低ロット最低ロット 単価単価単価単価

１０個以上１０個以上１０個以上１０個以上 １０個以上１０個以上１０個以上１０個以上

１００個以上１００個以上１００個以上１００個以上 \1,300\1,300\1,300\1,300 １００個以上１００個以上１００個以上１００個以上 \1,000\1,000\1,000\1,000

\1,600\1,600\1,600\1,600

１００個以上１００個以上１００個以上１００個以上

３０個以上３０個以上３０個以上３０個以上 \1,500\1,500\1,500\1,500

電話番号電話番号電話番号電話番号

施設・団体名施設・団体名施設・団体名施設・団体名 納品先住所納品先住所納品先住所納品先住所
〒

担当者名担当者名担当者名担当者名

３０個以上３０個以上３０個以上３０個以上

１０個以上１０個以上１０個以上１０個以上

\1,100\1,100\1,100\1,100

\2,550\2,550\2,550\2,550

\2,700\2,700\2,700\2,700

３０個以上３０個以上３０個以上３０個以上 \2,600\2,600\2,600\2,600

数量数量数量数量 最低ロット最低ロット最低ロット最低ロット 単価単価単価単価

カタログ　２７ページ上

NEW!

　株式会社　太田旗店　　　　担当 ： 伊藤、後藤
　　〒870-0901　大分市西新地２丁目１番４０号　　　　TEL ： 097-552-1415　　　　FAX ： 097-558-6796

【お問合せ・お申込先】

カタログ　２８ページ上

NEW!

カタログ　２９ページ上

NEW!

カタログ　２７ページ下

NEW!

カタログ　２８ページ下

NEW!

カタログ　２９ページ下

NEW!

受注・発注ミスを防ぐ為、申込情報 必須項目を正確に記載しＦＡＸして下さい


