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ラグビー ボール

メディシンボール サッカーボール
あらゆるスポーツで、腕・胸・背・腰など
の筋肉強化に最適です。表革に特殊
牛革を使用しております。トレーニン
グに使用して知らず知らずのうちに筋
力を発達させるので、スポーツの必需
品としておすすめします。 SP-18 メディシンボール

￥12,100（税抜価格￥11,000） ￥14,300（税抜価格￥13,000）
直径20cm 約2kg

SP-19 メディシンボール

直径22cm 約3kg

￥4,620（税抜価格￥4,200）
SP-10 サッカーボール 

人工皮革 白黒32P・5号・手縫い
日本サッカー協会検定球

SP-13LⅡ ワールドモデルＷＭ-Ⅱ レースレス
５号球（ネイビー×ターコイズブルー）  日本ラグビーフットボール協会認定球

2021年度 関東大学ラグビーフットボール連盟使用球
（関東大学リーグ戦グループ１部～５部Ａ／Ｂ）
長さ／約288mm  縦の周囲／約757mm　横の周囲／約588mm　重さ／約460g
※ＳＰ-１３ＬⅡはＳＰ-１３Ａ・１３Ｂ・１３Ｃ・１４Ａ・１４Ｂより大きく、重く作られています。

SP-13A ワールドモデルWM-Ⅱ レースレス

第101回 全国高等学校ラグビーフットボール大会使用球
第21回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会使用球
第27回 全国ジュニア・ラグビーフットボール大会使用球
長さ／約290mm　縦の周囲／約750mm　横の周囲／約590mm　重さ／約450g

￥8,250
（税抜価格￥7,500）

￥8,250
（税抜価格￥7,500）

￥8,250（税抜価格￥7,500）

￥3,080（税抜価格￥2,800） ￥3,850（税抜価格￥3,500） ￥3,850（税抜価格￥3,500） ￥7,150（税抜価格￥6,500） ￥7,150（税抜価格￥6,500）

￥8,250（税抜価格￥7,500） ￥8,250（税抜価格￥7,500） ￥8,250（税抜価格￥7,500）

￥8,580（税抜価格￥7,800）
５号球（ネイビー×ターコイズブルー） 日本ラグビーフットボール協会認定球　
バルブ式/特殊ラバーボール　

セプターラグビーボールは関東大学リーグ戦、
全国高校ラグビーフットボール大会をはじめ数多くの試合で使用されています。

SP-13B ワールドモデルWM-Ⅱ レースレス

５号球（ネイビー×レッド）

長さ／約290mm　縦の周囲／約750mm
横の周囲／約590mm　重さ／約450g

日本ラグビーフットボール協会認定球
バルブ式/特殊ラバーボール

SP-13C ワールドモデルWM-Ⅱ レースレス

５号球（ブラック×イエロー）
日本ラグビーフットボール協会認定球
バルブ式/特殊ラバーボール

SP-14A ワールドモデルWM-Ⅱ レースレス

５号球（ブラック×サックス）
日本ラグビーフットボール協会認定球
バルブ式/特殊ラバーボール

SP-14B ワールドモデルWM-Ⅱ レースレス

５号球（ブラック×グレー）
日本ラグビーフットボール協会認定球
バルブ式/特殊ラバーボール

プラクティス
ボール

●サイズ：高さ約21ｃｍ、横約17ｃｍ、縦の周囲約
61ｃｍ、横の周囲約17ｃｍ、上部直径約14.5cm
●素材：特殊ラバー
●１人用の練習ボールです。５号球の2/3の縦周囲
なのでパスの練習に最適です。

SP-925 ブルボール
￥5,390（税抜価格￥4,900）

オーダーネームスペース

オーダーネーム ジュニア練習ボール
■レースレスボールにチーム名や学校名等を
プリントすることができます。

■ 製版代（SP-999）……… ¥16,500（税抜￥15,000）/1色につき
　 /初回のみ
■ 30個以上（最低ロット）
　 品番：SP-913S…………￥4,180（税抜￥3,800）

SP-914S…………￥4,180（税抜￥3,800）

オーダーネームボールSP-13S,SP-14S,SP-13LⅡS ￥7,480（税抜価格￥6,800）SP-713S,SP-714S
■ レースレスボールにチーム名や学校名等を
プリントすることができます。

■ 製版代（SP-999）………¥16,500（税抜￥15,000）/1色につき
　 /初回のみ
　 プリント代（SP-998）…¥550（税抜￥500）/1色につき
　 ボール代金は別途となります。

■ 30個以上（最低ロット）
対象商品：SP-13A、SP-13B、SP-13C、SP-14A、SP-14B、

 SP-713S、SP-714S

SP-913 MB-Ⅲの場合

オーダーネームスペース

SP-14Sの場合

SP-13Sの場合

ボール オーダーシステム
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第101回 全国高等学校ラグビーフットボール大
会使用球型

長さ／約290mm　縦の周囲／約750mm
横の周囲／約590mm　重さ／約450g

第101回 全国高等学校ラグビーフットボール大
会使用球型

長さ／約290mm　縦の周囲／約750mm
横の周囲／約590mm　重さ／約450g

第101回 全国高等学校ラグビーフットボール大
会使用球型

長さ／約290mm　縦の周囲／約750mm
横の周囲／約590mm　重さ／約450g

プラクティス
ボール

SP-913 MB-Ⅲ
ジュニアレースレス

（ブラック×レッド）
小学生・スクール用 3号球（低学年用）
バルブ式/特殊ラバー製

プラクティス
ボール

長さ／約260mm
縦の周囲／約670mm
横の周囲／約500mm
重さ／約370g

５号球（ブラウン）
日本ラグビーフットボール協会認定球
バルブ式/純牛革製ボール

SP-2 モデル1000
￥13,200（税抜価格￥12,000）

長さ／約300mm　縦の周囲／約765mm
横の周囲／約585mm　重さ／約450g

５号球（ホワイト）
日本ラグビーフットボール協会認定球
バルブ式/純牛革製ボール 

SP-71 モデル1000 
￥13,200（税抜価格￥12,000）

長さ／約300mm　縦の周囲／約765mm
横の周囲／約585mm　重さ／約450g

ラバー製・約700g

SP-9 ラグビーメディシンボール
￥9,130（税抜価格￥8,300）

長さ／約290mm　縦の周囲／約770mm
横の周囲／約580mm　重さ／約700g

SP-912
ジュニアレースレス

（ブラック×レッド）
ジュニアボール２．５号球
バルブ式/特殊ラバー製

長さ／約260mm
縦の周囲／約640mm
横の周囲／約490mm
重さ／約330g

SP-713 RB-Ⅲ
ジュニアレースレス

（ネイビー×ターコイズブルー）
小学生・スクール用 3号球（低学年用）
バルブ式/特殊ラバーボール

長さ／約260mm
縦の周囲／約670mm
横の周囲／約500mm
重さ／約370g

SP-714 RB-Ⅳ
ジュニアレースレス

（ネイビー×ターコイズブルー）
小学生・スクール用  4号球（高学年用）
バルブ式/特殊ラバーボール

長さ／約270mm
縦の周囲／約705mm
横の周囲／約520mm
重さ／約380g

SP-914 MB-Ⅳ
ジュニアレースレス

（ブラック×レッド）
小学生・スクール用 4号球（高学年用）
バルブ式/特殊ラバー製

長さ／約270mm
縦の周囲／約705mm
横の周囲／約520mm
重さ／約380g

第101回 全国高等学校ラグビーフットボール大
会使用球型

『競技規則2020』 第2条ボール　THE BALL

580～620mm

280～300mm

740～770mm

1. 形状 ボールは楕円形で、４枚張りでなければならない。

2. 寸法

4. 重さ 410g～460g

3. 材質 皮または類似の合成皮革素材。
つかみやすいように防水加工してあってもよい。

280mm～300mm
740mm～770mm
580mm～620mm

長　　さ
縦の周囲
横の周囲

日本ラグビーフットボール協会競技規則より抜粋

5. 試合開始時の内圧

6. 予備ボール

7. 小型のボール

65.71～68.75キロパスカル、または１平
方センチメートルあたり0.67～0.70キログ
ラム(１平方インチあたり9.5～10ポンド）と
する。
予備ボールを用意しても構わない。ただし、
その使用や交換にあたっては、いずれのチーム
も不当な利益を得ることがあってはならない。

異なる寸法のボールを年少プレーヤーの試合
に使用することができる。

①

②

① SP-58  ラグビーチューブ
￥1,980（税抜価格￥1,800）

② SP-129 口ひも（1本）茶・白
￥220（税抜価格￥200）

SCEPTRE

SP-804 ボールケース（約10個収納可）
￥10,780（税抜価格￥9,800）
素材:ローランド 85ℓ 　直径35×高さ90cm

（5号球用）
SP-12 ボール台

￥1,650（税抜価格￥1,500）SP-67 カラーサインボール（台付）
￥2,750（税抜価格￥2,500）
左右21cm×高さ12cm  5角形の台付（ネイビー×レッド）

ボールのプレゼントに付けよう。
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グレー

03 04

ショルダーガード

ヘッドギア

ヘッドギア用　アジャスト レース

①オレンジ ②ゴールド ③ピンク ④レッド
⑤パープル ⑥ネイビー ⑦ブルー ⑧サックス
⑨ホワイト ⑩ブラック ⑪グリーン
⑫ライトグリーン

SP-278  ヘッドギア用 
アジャスト レース

当社のショルダーガード（SP-3103）はWR承認商品です。

SP-177とSP-277はWR承認商品です。

頭頂部、本体とトリミングテープをオリジナルカラーで作成できます。
■20個以上（最低ロット）
納期：約90日

A

C

B

A.B カラーチャート ダークグリーンレッドエンジネイビーブラックホワイト

C カラーチャート ダークグリーンレッドネイビーブラック

■ タグ ボール

■ タグラグビー用バッグ ■ タグ ベルト

■ タグ スターターセット

SP-3103 ショルダーガード ￥7,150（税抜価格￥6,500）
サイズ＝XS,S,M,L,XL　
素材：ナイロン85％ ポリウレタン15％　　
脇ポリエステルメッシュ

SP-177 ヘッドギア
￥4,950（税抜価格￥4,500）（ホワイト・ブラック）

￥220（税抜価格￥200）

サイズ＝M～Lサイズ,O～XOの2サイズ展開です。　ベルト式（後頭部にアジャスターひも付）

SP-177C ヘッドギア
￥5,280（税抜価格￥4,800）（エンジ、グレー、レッド、ネイビー、ダークグリーン）

SP-814 タグボール レースレス ￥3,080（税抜価格￥2,800）
日本ラグビーフットボール協会認定球　4号球　バルブ式/特殊ラバーボール

長さ／約270mm　縦の周囲／約705mm　横の周囲／約520mm　重さ／約380g

SP-320SS
タグ スターターセット
￥56,100（税抜価格￥51,000）
セット内容 :タグベルト（ＳＰ－３２０Ｇ）４０本、
タグボール×5個、バッグ×1個

SP-320G タグベルト
（ウエストベルト+タグ2枚）

￥990（税抜価格￥900）

（レッド・グリーン・イエロー・ブルー）
日本ラグビーフットボール協会認定タグベルト

ヘッドギア用あごベルト
SP-169

￥330（税抜価格￥300）
ＳＰ-１７７、ＳＰ-２７７の
ヘッドギアの交換用として
使用できます。

素材：ナイロン85％ ポリウレタン15％ 

TAG RUGBY タグラグビー

SP-320F
タグラグビー用バッグ
￥9,900（税抜価格￥9,000）
サイズ＝W62cm/H31cm/D29cm

（裏面）（裏面）

SP-813 タグボール レースレス ￥3,080（税抜価格￥2,800）
3号球　バルブ式/特殊ラバーボール

長さ／約260mm　縦の周囲／約675mm　横の周囲／約505mm　重さ／約355g

タグベルトセット
ウエストサイズ110cmまで

SP-277 ヘッドギア
￥6,160（税抜価格￥5,600）
サイズ＝S,M,L,O,XO
（後頭部アジャスターひも付）

パッド入りパッド入り

ネイビー

ダークグリーンレッドエンジ

カラー選択・・・・・・・・・・・・・・・・A（       ）  B（       ）  C（       ）  STEP1

サイズ、数量を決める。STEP2
注文方法

ブラック

ブラック

ネイビーホワイト/背面ホワイト

ヘッドギア 
サイズ表（cm）

サイズ 頭周り

約54

約56

約58

約60
約62

S

M

L

O
XO

対応
サイズ表（cm）

サイズ 胸周り
70～78

88～96

94～102

100～108

XS
82～90S

M

L

XL

WR（ワールドラグビー）の
厳しいテストをパスして、
承認ラベルをつけること
が許可された世界水準の
のヘッドギアです。

WR（ワールドラグビー）の
厳しいテストをパスして、
承認ラベルをつけること
が許可された世界水準の
のショルダーガードです。

ブラック/背面

ホワイト

マジックテープ「＋」部分

マジックテープ「－」部分

STEP 1 STEP 2 STEP 3

STEP 4 STEP 5

完 成

SP-320G タグベルト
（ウエストベルト+タグ2枚）

￥990（税抜価格￥900）

（レッド・グリーン・イエロー・ブルー）
日本ラグビーフットボール協会認定タグベルト

ウエストサイズ110cmまで

ベルト先端の折り返し部分にマジックテープ
の「＋」部分を付け、ベルトのほぼ全体にマジ
ックテープの「－」を付けることにより、１つの
ベルトであらゆるサイズに対応できるようにな
りました。また、ループ式にすることにより着
脱も従来品より楽になりました。
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小学生の着用も
認められました

SP-177タイプ ￥6,050（税抜価格￥5,500）
ヘッドギア オリジナル カラーオーダー
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SP-190 ゴールポストカバー大型（4本組）
￥291,500（税抜価格￥265,000）
SP-191ゴールポストカバー大型（1本）
￥75,900（税抜価格￥69,000）

￥201,300（税抜価格￥183,000）（4本組・直径7～9cm）

05 06

アクセサリー

アクセサリー

ゴールポストカバー

ミーティングボード

直径12～14cm　高さ170cm。
横24cm×奥行24cm。
特殊スポンジ入り。
ターポリンレザー使用。ブルー。
●チーム名は別途承ります。

●別注（直径11cm以上）も承ります。●チーム名は別途承ります。

ブラック クリア

卒業記念、表彰額、結婚記念の贈り物、定期戦、親善試合などのフレーム交換に最適です。

最小ロット：1枚よりお受けいたします。
納期：約20日間（完全データ完成後）

メモリーフレーム（額付き） 1枚より
承ります

製作例

注： 複雑なマークやデザインは別途デザイン制作費が
かかる場合があります。データ通りにプリントい
たしますが細かい文字やマークは表現できない場
合があります。
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SP-170 ゴールポストカバー A.B.C.D
1セット4枚組。スポンジ入り。
高さ160cm。ターポリンレザー使用。

A

￥228,800（税抜価格￥208,000）（4本組・直径9～11cm）B

￥50,600（税抜価格￥46,000）（1本・直径7～9cm）C

￥57,750（税抜価格￥52,500）（1本・直径9～11cm）D

特注ゴールポスト
カバー オーダー
システム

昇華タッチフラッグ 
オーダーシステム

SP-190A 
特注ゴールポストカバー
（4本組）
￥396,000（税抜価格￥360,000）
直径約30cm 

SP-190B 
特注ゴールポストカバー
（4本組）
￥633,600（税抜価格￥576,000）
直径約40cm 

●特注ゴールポストカバーができます。

注：プリントサイズ、プリント箇所数、色数により価格が異なります。価格は別途お見積りとなります。

①サイズ別注　②ロゴ、チーム名プリント加工

プリント作成例
SP-187 
メモリーフレーム B5サイズ 
￥6,600（税抜価格￥6,000）

SP-188 
メモリーフレーム B4サイズ 
￥8,800（税抜価格￥8,000）

SP-50P
100個入り
アルミスタッズ
￥6,050（税抜価格￥5,500）
18mm×100個

SP-50B 
アルミスタッズ
￥990（税抜価格￥900）
18mm×16個

SP-148
ボール型キーホルダー
￥990（税抜価格￥900）
素材：人工皮革

SP-180B ホイッスル
￥2,750（税抜価格￥2,500）
アクメ社製（英国）金属製

SP-143 タッチフラッグ 2本1組
￥3,300（税抜価格￥3,000）

SP-145 タッチフラッグ 棒のみ1本
￥880（税抜価格￥800）

オレンジ×ホワイト、ネイビー×ホワイト、エンジ×
ホワイト、グリーン×ホワイト、サックス×ホワイト

SP-3010 カラーコーン（1枚）
￥660（税抜価格￥600）
①ブルー ②レッド ③イエロー ④グリーンSP-3007A 

キッキングティー ラージ
￥2,310（税抜価格￥2,100）

SP-3007B
キッキングティー スモール
￥1,980（税抜価格￥1,800）

SP-3009 カラーコーンセット 
（4色5枚）
￥10,780（税抜価格￥9,800）
ブルー/イエロー/グリーン/レッド 
(4色各5枚)20枚セット

SP-81S 昇華タッチフラッグ 1枚
￥4,950（税抜価格￥4,500）

1枚より
承ります

最小ロット：1枚よりお受けいたします。
納期：約10日間（完全データ完成後）
注：複雑なマークやデザインは別途デザイン制作費が
かかる場合があります。データ通りにプリントいたしますが
細かい文字やマークは表現できない場合があります。　

コンパクトに収納できます。

① ②

③ ④

SP-81 フラッグ 
￥880（税抜価格￥800）
タッチフラッグにも使用できます。（サイズ35cm ×40cm）
① オレンジ×ホワイト　② ネイビー×ホワイト
③ エンジ×ホワイト　④ グリーン×ホワイト
⑤ サックス×ホワイト

1足分（16個入り）

SP-771 マウスガード （ケース付）
￥770（税抜価格￥700）

SP-87 スパナ 
￥110（税抜価格￥100）

SP-86 メネジ 
￥990（税抜価格￥900）

サイズ＝高さ25cm/直径8cm/
容量1.0リットル

SP-772 
スクイーズボトル
￥880（税抜価格￥800）

クリア/ブラック

①

④ ⑤

② ③

SP-773
ゴムボタン
￥550（税抜価格￥500）
15mm×10個

※ … 別途送料がかかります。

SP-80R スーパーポール ラグビー用

組み立てイメージ

￥84,700（税抜価格￥77,000）
塩化ビニール製（14本）

SP-190SSA
フルカラーゴ－ルポストカバ－ 30cm角
￥1,174,800（税抜価格￥1,068,000）
4本組
素材：外皮　ＰＶＣ　スポンジ　発泡ウレタン使用。

SP-190SSB
フルカラーゴ－ルポストカバ－ 40cm角
￥1,267,200（税抜価格￥1,152,000）
4本組
素材：外皮　ＰＶＣ　スポンジ　発泡ウレタン使用。

外皮に昇華プリントで自由なロゴ、チーム名等フルカラーで
プリントが出来ます。発砲ウレタンを使用することにより、
従来のポストカバーより軽量化されています。

SP-80S スーパーポール サッカー用
￥36,300（税抜価格￥33,000）
塩化ビニール製（6本）

SP-80 スーパーポール 単品
￥6,050（税抜価格￥5,500）
SP-80P スーパーポール ポールのみ
￥3,025（税抜価格￥2,750）
SP-80T スーパーポール スタッドのみ
￥3,575（税抜価格￥3,250）

※送料（別途見積り）が必要です。
付属の鉄棒を使用してスタッドを
ハンマーで打ち込んでください。

ポール本体の高さと直径
高さ約180cm×直径2cm
フラッグは別売です。

送料

SP-80D コーナーポール台 単品
￥53,680（税抜価格￥48,800）
サイズ＝底辺約30㎝　高さ約28㎝　上辺　約14㎝　差し込み口の深さ約15㎝
素材:外皮　ナイロン（内側　防水加工）砂　チップフォームスポンジ
人工芝などのグランドでデッドボールラインなどにポールが差すことの出来
ないグランドでSP-80Cと併せての使用をお勧めいたします。底部分に砂を
入れてありますので、風が吹いても倒れにくい設計となっております。

送料

送料

送料

送料

送料

送料

送料

送料

送料

送料

送料

送料

送料

送料

送料

送料

SP-3005 ミーティングボード
￥27,500（税抜価格￥25,000）
サイズ＝高 60cm×幅90cm  　素材：ホーローホワイト

※無地マグネット  赤18個、ブルー18個、黄1個　計37個 
※マーカー3本（黒、赤、ブルー）ボード消し1個付
※裏面ホワイトボードとして使用できます。
※ミーティングボードは送料（別途見積り）が必要です。

S
C
E
P
T
R
E

どこ ピタっ ホワイトシート ラグビーフィールド
静電気でどこでもピタっと貼れる
SP-774

￥10,780（税抜価格￥9,800）
ガラス、壁など平らな平面に静電気で貼りつきます。
内容量：25枚入り　素材：ポリプロピレン　サイズ＝タテ60cm　ヨコ80cm

【使用上の注意】
・野外など風の強いところや空調の風が直接あたる所での使用は不適切です。
・方面の粗い壁面や凹凸面では付着力が低下しやすく、また破れる事があります。
・引火性の高い場所での使用は避けてください。
・静電気の持続は永久的なものではありません。
・帯電防止加工が施されたところでは、静電気が無くなることがあります。

取り出し口

どこにでも
貼れます

SP-80C
コーナーポールカバーFP 単品
￥64,350（税抜価格￥58,500）
サイズ＝10㎝×10㎝　高さ80㎝
素材：外皮　PVC　スポンジ　発泡ウレタン使用

送料NEW

SP-80CS
コーナーポールカバーFP セット
￥665,280（税抜価格￥604,800）
１４本
サイズ＝10㎝×10㎝　高さ80㎝
素材：外皮　PVC　スポンジ　発泡ウレタン使用

送料NEW

NEW

SP-80DS コーナーポール台 セット
￥669,900（税抜価格￥609,000）
１４台

送料NEW
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ブラック ネイビー

ホワイト

SP-3101 
コンタクトビブス
￥10,780（税抜価格￥9,800）
サイズ＝フリーサイズ
素材：ポリエステル100％、
パッド：ウレタンスポンジ  厚2cm

SP-1103 ラグビーパンツ ￥3,520（税抜価格￥3,200）

SP-1104 ラグビーパンツ ￥3,740（税抜価格￥3,400）
①ホワイト

②ブラック ③ネイビー ④レッド ⑤イエロー

サイズ＝S,M,L,O,XO,YO （XO,YOは割増）（股下9cm） 素材：コットン35％×ポリエステル65％

ハンドダミー

タックルバッグ

スクラムマシーン コンタクトビブス

ラグビーパンツ

少年パンツ

レッド

ダークグリーン ブルー

特別注文（別注品） YO以上の特注サイズ

ウエスト、ヒップ、太モモの各サイズをお知らせください。
気持ち良くフィットするように作ります。
●洗濯の際に、塩素系の洗剤または漂白剤をご使用にならないでください。
　色落ちする原因になります。
●特別注文（別注品）の納期はご注文より約20～30日です。
※数量・時期により通常の納期より、日数がかかる場合があります。レッド イエロー

ブラック ネイビー

ホワイト

SP-1105 ポケット付 ラグビーパンツ  ￥3,960（税抜価格￥3,600）

SP-1106 ポケット付 ラグビーパンツ  ￥4,180（税抜価格￥3,800）
①ホワイト

②ブラック ③ネイビー ④レッド ⑤イエロー

SP-1113 少年パンツ
￥3,300（税抜価格￥3,000）
③ネイビー　②ブラック

SP-1112 少年パンツ
￥3,080（税抜価格￥2,800）
①ホワイト

レッド イエロー

S M L O XO YO
■パンツサイズ表（JASPO規格日本サイズ）（cm）

71～77

89～92

75～81

92～95

79～85

95～98

83～89

98～100

87～93

100～103

91～97

103～105

ウエスト

ヒップ

■特別価格（既製品）
割増料金

¥220（税抜価格￥200）

¥550（税抜価格￥500）

¥2,200（税抜価格￥2,000）

XO
YO
特大

サイズ

SP-3201￥95,700（税抜価格￥87,000）
（スポンジチップ＋布）直径40cm×高160cm　25～30kg

SP-3202￥69,300（税抜価格￥63,000）
（スポンジチップ＋布）直径35cm×高130cm　15～20kg

ジュニア用タックルバッグ
SP-3211

￥44,000（税抜価格￥40,000）
（スポンジチップ＋布）
直径30㎝×高さ80㎝　7～8㎏

SP-3203￥102,300（税抜価格￥93,000）
（スポンジチップ＋布）直径50cm×高130cm　30～35kg

SP-3204￥75,900（税抜価格￥69,000）
（スポンジチップ＋布）直径40cm×高135cm　20～25kg

SP-3208￥62,700（税抜価格￥57,000）
（スポンジチップ＋布）直径40cm×高70cm　  15～20kg

＊タックルバッグを使用しての練習は適切な指導者の下で使用し、本来の目的以外での使用はしないでください。

SP-52 ￥56,100（税抜価格￥51,000）
（ターポリン）直径30cm×高110cm             20～30kg

SP-53 ￥89,100（税抜価格￥81,000）
（ターポリン）直径35cm×高130cm　            30～40kg

SP-153 ￥102,300（税抜価格￥93,000）
（ターポリン）直径40cm×高135cm           　40～50kg

SP-3203 SP-3204SP-3202 SP-3208 SP-53 SP-153SP-3201SP-3211

SP-131B
スクラムマシーン/肩あて（4本セット） 
￥56,430（税抜価格￥51,300）
高 45cm

SP-131
スクラムマシーン/肩あて（単品）
￥14,850（税抜価格￥13,500）
高 45cm

SP-132B スクラムマシーン/
カバー（4連式）
￥49,500（税抜価格￥45,000）

ポケット

素材：ポリエステル65％×コットン35％  綾織り  サイズ＝120～160cm

■少年サイズ表（cm）

身長

胸囲

ウエスト

14 0

135～145

64～72

57～63

15 0

145～155

70～78

61～67

16 0

155～165

76～84

64～72

13 0

125～135

61～67

54～58

12 0

115～125

57～63

51～55

ネイビー ブラック

ホワイト

SP-151 ハンドダミー
￥31,350（税抜価格￥28,500）
素材：ターポリンレザー、ウレタンスポンジ
サイズ＝前面高60×後面高80×中心幅35×厚18cm
約1.6kg

SP-3205 ハンドダミー
￥47,300（税抜価格￥43,000）
素材：ターポリンレザー、ウレタンスポンジ
サイズ＝前面高90×横幅40×厚14×上部厚24cm
約2.0kg

送料 送料

送料

送料 送料 送料 送料

送料 送料 送料 送料

プラクティスジャージ
SPJ-001 プラクティスジャージ ￥5,720（税抜価格￥5,200）
サイズ＝S,M,L,O,XO,YO　素材：ポリエステル100％  1WAY ストレッチ

ブルー×ブラック ブラック×レッドレッド×ブラックネイビー×ブルー

FIT TYPE
ジャージの袖や脇が体にフィットするように制作されております。

ストレッチピステジャケット&パンツ

SPSE-001 ストレッチピステジャケット ￥8,250（税抜価格￥7,500）
サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL，4XL　素材：ポリエステル98%  ポリウレタン２％
サイズを4XLまで展開し、大きい方にも対応できるようにいたしました。

SPSF-001 ストレッチピステパンツ ￥7,700（税抜価格￥7,000）
サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL　素材：ポリエステル98%  ポリウレタン２％
サイズを4XLまで展開し、大きい方にも対応できるようにいたしました。

SPSH-001 ストレッチハーフパンツ￥7,150（税抜価格￥6,500）
サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL　素材：ポリエステル98%  ポリウレタン２％
サイズを4XLまで展開し、大きい方にも対応できるようにいたしました。

※ … 別途送料がかかります。送料

（02）ブラック（72）レッド （20）ネイビー

（02）ブラック

（02）ブラック

（20）ネイビー

（20）ネイビー

S
C
E
P
T
R
E

NEW
COLOUR

NEW

SP-3212 ハンドダミー
￥12,980（税抜価格￥11,800）
素材：外皮　ターポリンレザー　スポンジ
発泡ウレタン使用
サイズ＝前面高65㎝×横幅35㎝×厚15㎝約1.2kg
従来のものより、外皮を厚くし、さらに空気穴を
多くすることにより外皮への
負担を減らしました。

送料NEW
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ラグビージャージ（横編）

綱引きジャージ オーダーシステム

●昔ながらの横網のラグビージャージ。
　 今では希少な綿を使用しています。

FRONTFRONT FRONT

SUBTG-002￥13,640（税抜価格￥12,400）
表地：ポリエステル50％　綿50％

●オリジナルストレッチ素材を使用、横方向の伸びと吸汗発散に優れ、肌触りも良くベタつきが軽減されています。
    切り替えし部分はポリエステルを使用しています。

デザイン製作代： ￥16,500（税抜価格￥15,000）（初回のみ）
納期 ：デザイン決定後約4週間

SUBTG-001￥15,950（税抜価格￥14,500）
サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL
表地：ポリエステル100％
切り替えし黒生地：ポリエステル100％

ジャージ型選択STEP1

衿型を選択

デザインを決める

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

STEP6

STEP7

＊　　 印で囲んでください

マークの位置

デザインのカラーを決める　　

チーム名、ロゴマーク　　　　　

サイズ明細の決定　　　　　

当て布位置 ：右側　左側

レギュラーカラー・ショートカラー・ニューイングランドカラー・丸首3.5㎝カラー　　　　　 

右胸・左胸・衿・左脇・左袖・後ろ衿下等

オリジナルデザインもしくは下記デザインサンプルよりお選び下さい。

共にイラストレーターのデータもしくはサンプル等、文字のみの場合は大きさ
＊複雑なデータを作成する場合は別途費用がかかります。また書体は弊社にあるものに限ります。
  無い場合はイラストレーターのデータを頂くか、近い書体で作成させて頂きます。

　ボディ (　　　)　　袖　 (　　　)　　　　（　　　　 ）　　　　（　　　　 ）　　　　（　　　　 ）　　　　（　　　　 ）

※最低受注数は7 枚です。追加に関しては1枚より受注可能です。
※イラストレーターのアウトラインデータがあればデザイン製作代はかかりません。
※数量、時期により通常の納期より日数がかかることがあります。 
＊複雑なデザイン、個人名を入れる場合は別途費用がかかります。

レギュラーカラー ショートカラー スタンドカラー 丸首3.5㎝カラーニューイングランドカラー

衿型パターン

FRONT

BACK

昇華ラガーベア【チーム特注商品】

昇華ラガーベア【チーム特注商品】
SP-775

SP-775A【５～４９体】

￥6,270（税抜価格￥5,700）
SP-775B【５0～9９体】

￥5,830（税抜価格￥5,300）
SP-775C【100体以上】

￥5,610（税抜価格￥5,100）

★ あなたのチームジャージをオリジナルのベアに着せることが出来ます。
★ ベアの大きさは写真の状態で約１５cmです。【自立はしません】
★ ジャージ、マークのデータはイラストレーターでの入稿をお願いいたします。
★ データ等がない際には、別途データ作成代金として￥１1，０００（税抜価格￥１0，０００）をいただきます。
  （ただし複雑なデザインなどはお断りすることがございます）
★ 背番号・ネーム（それぞれ￥３3０（税抜価格￥300））をお入れすることもできます。

□ 特注ミニジャージができます。
最小ロット：6枚（6枚以上のご注文は2の倍数でお願いします）

納期：約1ヵ月　データ代金：¥12,100（税抜価格￥11,000）
注：弊社のＤＤＰもしくは昇華にてジャージを作成されたチームでデザインも同一の場合はデータ代金は不要です。個人名、番号を入れる場合は1ヵ所につき¥110（税抜価格￥100）別途料金がかかります。　

チーム特注商品 昇華プリントミニジャージ
SP-149 ミニジャージ

SP-149S ミニジャージ
￥2,860（税抜価格￥2,600）

￥2,530（税抜価格￥2,300）
ブラック×レッド／ブルー×ホワイト／ブラック×ブルー／ネイビー×グレー／ブラック×エンジ サイズ＝縦20cm×横（両袖の端から端）25.5cm  

6枚より
承ります

ジャージ オーダーシステム

上のパターンSP-1214～SP-1217から選び、右のカラーサンプルの色からご指定ください。
■納期=約30～40日
●カラー衿は¥525（税抜価格￥478）割増になります。
●半袖価格は長袖価格の本体価格より¥220（税抜価格¥200）引きに
なります。
●数量、時期により通常の納期より日数がかかる場合があります。

A,アルゼンチン型 B,バイエルン型 C,ドイツ型 D,角型

ダイレクト型　
フェルト縫いつけ
（角型・丸型）

台付型　
フェルト縫いつけ
（角型・丸型）

■ 刺繍・胸マーク加工　学校名・チーム名等別途見積り価格にて加工できます。デザインを指定してください。SP-39￥1,760（税抜価格￥1,600）
SP-37 SP-38
￥1,760（税抜価格￥1,600） ￥2,200（税抜価格￥2,000）

ポリエステル100％（テクノファインブレーバー）素材使用 ●最低受注枚数5枚。5枚未満のオーダー追加は承れません。

■カラー（基本）サンプル

ブラック
S-1

エンジ
S-6

ネイビー
S-2

レッド
S-7

ブルー
S-3

オレンジ
S-8

サックス
S-4

ダークグリーン
S-5

ホワイト
S-10

●洗濯の際に、塩素系の洗剤または漂白剤をご使用にならないでください。
色落ちする原因になります。

イエロー
S-9

SP-1214 無地 SP-1215 色＋1本線 SP-1216 色＋2本線 SP-1217 色＋3本線
￥7,810（税抜価格￥7,100） ￥8,250（税抜価格￥7,500） ￥8,470（税抜価格￥7,700） ￥8,690（税抜価格￥7,900）
￥9,020（税抜価格￥8,200）

（ジュニアサイズ） （ジュニアサイズ） （ジュニアサイズ） （ジュニアサイズ）

（大人サイズ） （大人サイズ） （大人サイズ） （大人サイズ）￥9,680（税抜価格￥8,800） ￥9,900（税抜価格￥9,000） ￥10,120（税抜価格￥9,200）

テクノファインブレーバー（ポリエステル100％）素材使用。吸汗発散性が高く、洗濯後の乾きも早い。

マーキング背番号を決める 光る背番号　カラーはホワイト、ブラック、ネイビー、その他

■特別価格（SP-1217のみ）

■少年サイズ表（cm）

身長

胸囲

ウエスト

14 0

135～145

64～72

57～63

15 0

145～155

70～78

61～67

16 0

155～165

76～84

64～72

13 0

125～135

61～67

54～58

12 0

115～125

57～63

51～55

XO

YO

割増料金サイズ
■特別価格

XO

YO

割増料金サイズ

¥440（税抜価格￥400）

¥660（税抜価格￥600）

¥550（税抜価格￥500）

¥770（税抜価格￥700）

FRONT

BACK

■特別価格

2XL

3XL

割増料金サイズ

S
C
E
P
T
R
E

SP-1030　昇華リバーシブルジャージ ￥20,790（税抜価格￥18,900）
サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL
素材：ブレーバーテクノファイン　ポリエステル100％

昇華リバーシブルジャージ【チーム特注商品】

Aタイプ表　ブラック

Aタイプ裏　サックス

背番号タイプを選択･･･････････角型・丸型・ドイツ型・縁取り型・その他オリジナル（　　　　　　）

ジャージデザインを選択･･･････A・B・C

注：生産方法の都合上、チーム名、エンブレム、背番号について、表と裏で同色を指定した場合でも同じ色にはなりません。

サイズ、番号明細の決定･･･････サイズと背番号明細をお知らせ下さい。

チーム名、ロゴマーク･････････共にイラストレーターのアウトラインデータの提供をお願いします。弊社でデータ作成をする場合は別途データ作成費用がかかります。
　　　　　　　　　　　　　　  データ作成費用は通常6,050円（税抜価格5,500円）です。複雑なデータを作成する場合は別途費用がかかります。　
　　　　　　　　　　　　　　  文字についてもイラストレーターのアウトラインデータが無い場合、書体は弊社にある近い書体で対応させて頂きます。　

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

SP-1030A

Bタイプ表　レッド

Bタイプ裏　グレー

SP-1030B

Cタイプ表　ネイビー

Cタイプ裏　ケリー

SP-1030C

¥660（税抜価格￥600）

¥770（税抜価格￥700）

レッド サックス ブラック ホワイト ネイビー ブルー

SP-1020 ラグビージャージ ￥5,280（税抜価格￥4,800）
サイズ＝S,M,L,O,XO,YO　素材：ポリエステル100％

ラグビージャージ

S M L O XO
■サイズスペック（JASPO規格 日本サイズ）（cm）

身　長

胸　囲

ウエスト

162～168

85～91

71～77

167～173

89～95

75～81

172～178

93～99

79～85

177～183

97～103

83～89

180～190

100～108

88～92

YO

187～193

105～112

91～96
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ジュニア ストッキング

① 

シ
コ
ン

②
ネ
イ
ビ
ー

③
レ
ッ
ド

⑤
エ
ン
ジ

⑥
ダ
ー
ク
グ
リ
ー
ン

⑦
ブ
ラ
ッ
ク

●足首より下部分は綿アクリル素材を使用し、
　スパイク内でのスベリを予防します。

● セプターマーク（　）の入
っているものと入っていな
いものが混在しております
が、マークの入っているも
のに関しては、在庫がなく
なり次第、マークのないも
のとなります。

SP-1403 ジュニアストッキング ￥1,650（税抜価格￥1,500）
サイズ＝22.0～24.0cm　素材：ポリエステル100％

SP-1401 ストッキング
￥1,760（税抜価格￥1,600）
サイズ＝25～28  
素材：ポリエステル100％

SP-1402 ストッキング
￥1,870（税抜価格￥1,700）
サイズ＝25～28  素材：ポリエステル100％×A.C 二重構造

④
ホ
ワ
イ
ト
×
ネ
イ
ビ
ー
2
ラ
イ
ン

⑤
ホ
ワ
イ
ト
×
レ
ッ
ド
2
ラ
イ
ン

⑥
ネ
イ
ビ
ー
×
ホ
ワ
イ
ト
2
ラ
イ
ン

⑦
レ
ッ
ド
×
ホ
ワ
イ
ト
2
ラ
イ
ン

⑧
ブ
ラ
ッ
ク
×
イ
エ
ロ
ー
2
ラ
イ
ン

⑨
ネ
イ
ビ
ー
×
レ
ッ
ド
2
ラ
イ
ン

⑩
ブ
ラ
ッ
ク
×
レ
ッ
ド
2
ラ
イ
ン

① 

ホ
ワ
イ
ト

②
ネ
イ
ビ
ー

④
レ
ッ
ド

⑥
ブ
ラ
ッ
ク
×
エ
ン
ジ

⑦
ブ
ラ
ッ
ク
×
レ
ッ
ド

⑧
ネ
イ
ビ
ー
×
サ
ッ
ク
ス

⑨
ネ
イ
ビ
ー
×
ホ
ワ
イ
ト

⑩
エ
ン
ジ
×
ホ
ワ
イ
ト

ネ
イ
ビ
ー
×
レ
ッ
ド
2
ラ
イ
ン

22

レ
ッ
ド
×
ホ
ワ
イ
ト
2
ラ
イ
ン

23
ネ
イ
ビ
ー
×
ホ
ワ
イ
ト
2
ラ
イ
ン

27

ブ
ル
ー
×
ホ
ワ
イ
ト
×
レ
ッ
ド

ホ
ワ
イ
ト
×
レ
ッ
ド
2
ラ
イ
ン

15

ホ
ワ
イ
ト
×
ネ
イ
ビ
ー
2
ラ
イ
ン

16

ホ
ワ
イ
ト
×
ブ
ラ
ッ
ク
2
ラ
イ
ン

18

ダ
ー
ク
グ
リ
ー
ン
×
ホ
ワ
イ
ト

１2

ブ
ラ
ッ
ク
×
イ
エ
ロ
ー
2
ラ
イ
ン

20

ブ
ラ
ッ
ク
×
エ
ン
ジ
2
ラ
イ
ン

21

ブ
ラ
ッ
ク
×
レ
ッ
ド
2
ラ
イ
ン

１9

最低受注数量　20足以上（追加オーダーは10足以上ただし特殊色を除く）

注：洗濯の際に、塩素系の洗剤または漂白剤をご使用にならないでください。色落ちする原因になります。

注：洗濯の際に、塩素系の洗剤または漂白剤をご使用にならないでください。色落ちする原因になります。

●デザインパターン

納期　約 30 日～40 日　
　　　数量、時期により通常の納期より日数がかかる場合があります。

①～⑥のデザインパターンを選び、右記のカラーチャートの中から、
色をお選びください。色組は定番商品と同じとなります。
納期約 30日～40日です。

ジャガード ストッキング オーダーシステム

ストッキング オーダーシステム
SP-1404 セプター特注ストッキング（大人用）

●デザインパターン

納期　約 30 日～40 日　
　　　数量、時期により通常の納期より日数がかかる場合があります。

①～⑥のデザインパターンを選び、右記のカラーチャートの中から色をお選びください。
カラーは 3 色までとさせていただきます。
納期約 30日～40日です。

●右記デザイン以外の特注ストッキングができます。
　 最低受注数量　15足以上（追加オーダーは10足以上）

最低受注数量　15足以上（追加オーダーは10足以上ただし特殊色を除く）

カラー  チャート

イエロー ブルー

パープル オレンジ

エンジ グレー

ケリー ブラック

ダークグリーン

ピンク

サックス

ゴールド ホワイト ネイビー

レッド

カラー  チャート

イエロー ブルー

パープル エメラルドグリーン

エンジ グレー

ケリー ブラック

ダークグリーン

シコン

サックス

ゴールド ホワイト ネイビー

レッド

SPS-400S セプター ジャガード特注ストッキング
￥3,300（税抜価格￥3,000）

￥2,090（税抜価格￥1,900）
SP-1406 セプター特注ジュニア用ストッキング ￥1,980（税抜価格￥1,800）

①　　　　②　　　　③　　　　④　　　  ⑤　　　  ⑥

①　　　　②　　　　③　　　　④　　　  ⑤　　　  ⑥

SPS-401
NV×WH

SPS-402
BK×WH

ジャガード ストッキング 
￥2,200（税抜価格￥2,000）
サイズ＝25～28  
素材：ポリエステル、綿、ポリウレタン
裏地：一部綿糸使用

スポーツソックス
￥1,100（税抜価格￥1,000）

サイズ＝25～27  
素材：綿、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン

※ファイテン社とのコラボ商品です。

ソックス＆ストッキング RE レッド WH ホワイト BK ブラック NV ネイビー GR グリーン BL ブルー E エンジ Y イエロー

WN ワイン LG ライトグレー OG オレンジ SA サックス GY グレー PK ピンク G ゴールド K ケリー

SP-PS003
BK×SA

SP-PS002
BK×RE

SP-PS001
BK×WH

SPS-403
RE×BK

ポリエステル ポロ

SPX-003 ポリエステル ポロ ￥4,290（税抜価格￥3,900）
サイズ＝S,M,L,LL,3L,4L　素材：ドライメッシュ（ポリエステル100％）

（02）ブラック （76）オレンジ

（22）ブルー（01）ホワイト（72）レッド

（10）グレー（20）ネイビー （78）パープル

（52）イエロー（40）グリーン

クラブポロ

SPX-001 クラブポロ ￥4,620（税抜価格￥4,200）
サイズ＝S,M,L,LL,3L,4L　素材：綿65%　ポリエステル35%

（01）ホワイト （20）ネイビー

（72）レッド （02）ブラック

（10）グレー

SPS-411
NV×RE×WH

SPS-410
BK×WH×RE

S
C
E
P
T
R
E

SPZ-001 ポンチョ
￥6,380（税抜価格￥5,800）
（20）ネイビー／（02）ブラック
 サイズ＝フリーサイズ  素材：ポリエステル100％
 超強力撥水加工+裏PVC加工   耐水圧600mm

ポンチョ

（20）ネイビー（02）ブラック

（02）ブラック

（20）ネイビー

SP-B002 デイパック
￥4,950（税抜価格￥4,500）
サイズ＝W30cm/H44cm/D14cm
容量：18ℓ　素材：600Dポリエステル100%
表面：フッ素系撥水
裏面：アクリルコーティング

■ マーク部分

ブラック ネイビー

デイパック

テクノファインブレーバー 素材カラーチャート
ホワイト ブラック レッド ブルー グリーン イエロー サックス ネイビー エンジ オレンジ グレー

チームカラー
対応

スウェットパーカー スウェットトレーナー

スウェットパンツ ビブス

（02）ブラック

（10）杢グレー

（20）ネイビー

SPJ-053 ビブス
￥4,180（税抜価格￥3,800）
サイズ＝フリー
素材：テクノファインブレーバー（ポリエステル100％）

サイズ＝S,M,L,XL,2XL　素材：コットン100％、裏毛。
グレーのみコットン90％×ポリエステル10％、裏毛。

（10）杢グレー

SPD-002  スウェットパーカー ￥4,345（税抜価格￥3,950）
サイズ＝S,M,L,XL,2XL　素材：コットン100％、裏毛。グレーのみコットン90％×ポリエステル10％、裏毛。

SPD-001 スウェットトレーナー ￥3,850（税抜価格￥3,500）

チームオリジナルカラーもOK!（色変更別注は¥330（税抜価格￥300）割増）※7枚より受注いたします。

SPD-003  スウェットパンツ
￥4,180（税抜価格￥3,800）
サイズ＝S,M,L,XL,2XL　素材：コットン100％、裏毛。
グレーのみコットン90％×ポリエステル10％、裏毛。

（02）ブラック （20）ネイビー

（22）ブルー （72）レッド （40）グリーン （52）イエロー

（02）ブラック （10）杢グレー （20）ネイビー

商品名の横に　 　がある商品はCOTTON　Tradersからセプターブランドへ変更した商品です。 12
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36

SPS-502
BK×RE×WH



（02）ブラック （02）ブラック（20）ネイビー （20）ネイビー（01）ホワイト

（01）ホワイト （02）ブラック

（01）ホワイト

（01）ホワイト （20）ネイビー（02）ブラック

ストレッチi  素材カラーチャート
ホワイト ブラック レッド グリーン イエロー ネイビー エンジ オレンジ グレー

チームオリジナルカラーもOK!
（色変更別注は¥330
（税抜価格￥300）割増）
※7枚より受注いたします。

チームカラー
対応

フュージョンパンツ

ショートタイプパンツ ポケット付パンツ ローライズパンツ
股上浅タイプ

SP-P014 フュージョンパンツ ￥6,490（税抜価格￥5,900）
（01）ホワイト/（02）ブラック/（20）ネイビー　サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL

SP-P009 フュージョンパンツ ￥4,950（税抜価格￥4,500）
（01）ホワイト/（02）ブラック/（20）ネイビー
サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL  素材：i100（ストレッチi）ポリエステル100％　
切り替え部分 テクノファイン2WAY（ポリエステル95％×ポリウレタン5％）　

サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL  素材：i100（ストレッチi）ポリエステル100％　
切り替え部分 コンフォートセンサー（ポリエステル100％）

SP-P003 ショートタイプパンツ
￥4,180（税抜価格￥3,800）

SP-P004 ポケット付パンツ
￥4,620（税抜価格￥4,200）

SP-P012 股上浅パンツ
￥4,180（税抜価格￥3,800）

SP-P010 フュージョンパンツ ￥4,950（税抜価格￥4,500）
（01）ホワイト/（02）ブラック/（20）ネイビー

ストレッチi:ストレッチ性の強い特殊加工糸使用。通常のストレッチ素材に比べ耐摩耗に優れています。
また特殊加工を施し、防水、撥水性+透湿性能を備えています。

テクノファインの特徴である吸汗性と優れた速乾性は特殊なＷ型繊維構造にあります。

コンフォートセンサー:毛細管現象を応用した、優れた汗処理能力を持つ生地です。
汗を素早く吸い取り、生地表面へ移動させ拡散させる機能が強い生地です。

a.d：走る時の腿、股下の動きを伸縮素材を使用することで生地による負荷の軽減。
b.c：しゃがむ時、腰を落とす時の臀部引き連れを軽減。
全体として下記生地特性の伸縮性、吸汗発散、透湿性能を生かし、穿き心地を考えています。

股下部分

a

b c

d

商品説明

使用素材

ストレッチ　素材

ストレッチ性の強い特殊加工糸の組み合わせで、スパンデックス混のストレッチ素
材より耐久性に優れたポリエステル100％の素材です。アイソフィックススーパー加
工を後加工で施していますので、防水・撥水性と浸湿性能を具備しています。

特徴

（01）ホワイト/（02）ブラック  サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL
素材：ポリエステル65％×コットン35％

（01）ホワイト/（02）ブラック  サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL
素材：ポリエステル65％×コットン35％

（01）ホワイト/（02）ブラック  サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL
素材：ポリエステル65％×コットン35％股下6cm 股下12cm 股下6cm

（01）ホワイト （01）ホワイト（02）ブラック （02）ブラック

ポケット

ストレッチ　素材

デザイン製作代 ￥8,800（税抜価格￥8,000)（初回のみ） 納期 デザイン決定後約5週間
＊最低受注個数は7個です。追加に関しては1枚より受注可能です。＊イラストレーターのアウトラインデータがあればデザイン製作代はかかりません。　
＊数量、時期により通常の納期より日数がかかることがあります。＊複雑なデザイン、個人名を入れる場合は別途費用がかかります。

今までに無い、オリジナルデザイン可能なデイバッグです。昇華プリント可能個所は前面、上部カバーのみとなります。
両サイド、背面は黒の生地になります。また、メッシュ生地、バッグ内、ファスナー、樹脂付属品も黒となります。

SUBB-004

SUBB-003

30ℓ 45ℓ

□ ピンク部分昇華可能範囲

ご要望の多い30ℓのデイバッグ。

SUBB-004 デイバッグ ￥19,690（税抜価格￥17,900）
サイズ＝W30cm/H55cm/D17cm　容量：30ℓ　素材：ポリエステル100%

SUBB-003 デイバッグ ￥20,790（税抜価格￥18,900）
サイズ＝W40cm/H60cm/D20cm　容量：45ℓ　素材：ポリエステル100%

昇華プリントデイバッグ オーダーシステム　

ムレ防止の
メッシュ素材

ムレ防止の
メッシュ素材ペットボトルポケット

…昇華可能範囲

注：上記昇華可能範囲以外の色は
　  黒のみとなります。

ペットボトルポケット

ジュニアサイズ対応 ジュニアサイズ対応 ジュニアサイズ対応 ジュニアサイズ対応

SPJ-010S（スタンド） 衿型パターンSPJ-015S（スタンド）

SPJ-041S（丸首）SPJ-045S
（ニューイングランド）

SPJ-050S（丸首）SPJ-047S（丸首）
SPJ-049S（スタンド）

SPJ-054S（丸首）
SPJ-056S（スタンド）

 EASY ORDER SYSTEM

上記よりデザインパターンをお選びください。：衿型含めSPJ-、SPT、-SP- ではじまる型番号でご指定ください。

サイズをお選びください。

□ フィット型デザインパターン
￥9,350（税抜価格￥8,500）
サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL

高強力ブライトエステル糸

KASEI

テクノファインブレーバー

注：4XL以上のサイズは別途料金がかかります。（割増価格￥2,200（税抜価格￥2,000））

＊最低受注数は7枚です。追加に関しては1枚より受注可能です。
＊数量、次期により通常の納期より日数がかかることがあります。 ネイビー

ホワイト ブラック

カラーチャート

ブルーレッド グリーン イエロー

エンジ オレンジ グレイ サックス

テクノファインの特徴である吸汗性と優れた速乾性は特
殊なＷ型繊維構造にあります。
その構造に更に高強力ブライトエステル糸を使用して、
従来のレギュラーポリエステル糸の1.5倍の高強力と優
れた運動追随性を達成したハードスポーツ用新繊維で
す。

約40日

SPJ-057S（丸首）
SPJ-059S（スタンド）

ニューイングランドカラースタンドカラー 丸首3.5㎝カラー

SP-701020S（スタンド）SP-901037S（スタンド）SP-901038S（スタンド）SP-901041S（スタンド）SPJ-001S（スタンド）

□ BOX型デザインパターン
SPJ-016S（スタンド）

色をお選びください。：衿、 Aボディベース色（白） B切り替えし1（黒） C切り替えし2（グレー） Pパイピング（赤）
下記カラーチャートより色をお選びください。　
注1 （　）内の色は上記デザインパターンに付いている色です。
注2 衿の別注色対応可能です。（納期+15日、割増￥550（税抜価格￥500））

STEP1

STEP2

STEP3

納期

イージーオーダー チームジャージ

イージーオーダー チームプラクティスシャツ

￥8,250（税抜価格￥7,500）
サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL

ジュニアサイズ￥8,800（税抜価格￥8,000）
サイズ＝JS,JM,JL

SPT-902005SSPT-001SSPT-002S □ デザインパターンSPT-005S

サイズスペック（JASPO規格 日本サイズ）(cm)

162～168
85～91
71～77

167～173
89～95
75～81

172～178
93～99
79～85

177～183
97～103
83～89

180～190
100～108
88～92

187～193
105～112
91～96ウエスト

S M L XL 2XL 3XL
■少年サイズ表（cm）

身長

胸囲

ウエスト

JM

145～155

70～78

61～67

JL

155～

76～

64～

JS

125～135

61～67

54～58

ジュニアサイズ対応

商品名の横に　 　がある商品はCOTTON　Tradersからセプターブランドへ変更した商品です。
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￥6,270（税抜価格￥5,700）
サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL

￥5,610（税抜価格￥5,100）
サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL

￥5,390（税抜価格￥4,900）
サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL

￥5,390（税抜価格￥4,900）
サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL ￥7,150（税抜価格￥6,500）サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL

上記よりデザインパターンをお選びください。：SＰ-Pではじまる型番号でご指定ください。

注1 （　）内の色は上記デザインパターンに付いている色です。

ベースの生地を選択（ポリエステルストレッチ薄手素材or綿素材）

サイズをお選びください。

コンフォートセンサー　　　　　　　　　　　　　　　

SP-P010S切り替えし部分

ベース部分カラーチャート

SP-P009S、SP-P014S切り替えし部分　　　　　　　　　　　　　

綿素材カラーチャート　　　　　　　　　　　

ポリエステルストレッチ薄手素材　　　　　　　　　　

黒部分テクノファインブレーバー
股上浅いタイプ

黒部分コンフォートセンサー

SP-P010S（フュージョンパンツ） SP-P009S（フュージョンパンツ） SP-P008S（サイド2本ライン）

SP-P013S（裾斜め2本ライン） SP-P014S（フュージョンパンツ）

又下部分

色をお選びください：Aボディベース色（白） B切替し1（黒） 
C切替し2(赤) D切替し(グレー)　
下記カラーチャートより色をお選びください。　

□ デザインパターン

ホワイト ブラック ブルーレッド グリーン イエロー ネイビー エンジ オレンジ グレイ

テクノファインブレーバー

ホワイト ブラック ブルーレッド グリーン イエロー ネイビー エンジ オレンジ グレイ サックス

ホワイト ブラック レッド グリーン イエロー ネイビー エンジ オレンジ グレイ

ホワイト ブラック ブルーレッド イエロー

□ ピステパンツ　デザインパターン

イージーオーダー チームピステパンツ/ハーフパンツ
￥11,000（税抜価格￥10,000）
サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL

□ ピステハーフパンツ　デザインパターン
￥8,250（税抜価格￥7,500）
サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL

SP-909011S
SIDE

SPF-005S
SIDE

SPF-013S
SIDE

SPF-015S
SIDE

SIDE SIDE SIDE SIDE SIDE SIDE
SPF-001SSPF-014S SPF-012S SPF-008S SPF-003S SP-808040S

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

納期

カラーチャート
ポリエステルストレッチ薄手素材　　　　　　　　　　 ポリエステルツイル厚手素材　　　　　　　　　　

ホワイト ブラック ブルーレッド グリーン イエロー ネイビー エンジ オレンジ グレイホワイト ブラック レッド グリーン イエロー ネイビー エンジ オレンジ グレイ

注：４XL以上のサイズは別途料金がかかります。
（割増価格￥2,200（税抜価格￥2,000））

ピステサイズスペック（JASPO規格 日本サイズ）（cm）　

ベースの生地を選択（ポリエステルストレッチ薄手素材 orポリエステルツイル厚手素材）

上記よりデザインパターンをお選びください。：SPE-、SPF- ではじまる型番号でご指定ください。

サイズをお選びください。

色をお選びください。：衿フライス（黒、紺、白） Aボディベース色（白） B切り替えし1（黒） C切り替えし2（グレー） Pパイピング（赤）
下記カラーチャートより色をお選びください。　
注 1 （　）内の色は上記デザインパターンに付いている色です。　注 2 衿フライスの別注色対応可能です。（納期 +15 日、割増￥550（税抜価格￥500））　

約40日

ポリエステルストレッチ薄手素材
ストレッチ性の強い特殊加工糸（ポリエステル100％）の組み合わせで
スパンデックス混のストレッチ素材より耐摩耗等、耐久性に優れた素材です。
アイソフィックススーパー加工を施しているため、防水、撥水性、透湿性能があります。
激しい動きにも対応できる運動に適した素材です。

ポリエステルツイル厚手素材
ポリエステル素材ですので風合いはしなやかで軽くて丈夫です。
洗濯にも強く、しなやかで運動性に優れています。
プリント（油性）にも相性の良い素材です。

使用生地について

身長

85～91
71～77

162～168
S

胸囲

ウエスト
97～103
177～183
XL

83～89
101～107
181～187
2XL

88～94

186～192
105～111

3XL

93～99

167～173
M

75～81
89～95

172～178
L

79～85
93～99

ネイビー  E
A
SY
 O
R
D
E
R
 SYS

T
E
M

イージーオーダー チームパンツ

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

約40日納期

□ デザインパターン
￥11,550（税抜価格￥10,500）
サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL

イージーオーダー チームピステ
SPE-014S SPE-012S

SPE-001S SP-805040S

SPE-005S SPE-002S

パンツサイズスペック（JASPO規格 日本サイズ）(cm)

注：４XL以上のサイズは別途料金がかかります。
　 （割増価格￥2,200（税抜価格￥2,000））

71～77
79～92

ウエスト
S

ヒップ
75～8179～85 83～89 87～93 91～97
92～9595～9898～100100～103103～105

M L XL 2XL 3XL

＊最低受注数は7枚です。追加に関しては1枚より受注可能です。
＊数量、次期により通常の納期より日数がかかることがあります。

エナメルバッグ オーダーシステム

SP-126 特注エナメルバッグ　
10個以上

②胴裏

③マチ

⑤パイピング

①胴表

⑥ファスナー

④ベルト

RUGBY  FOOTBALL
CLUB

表5cmあける 5cmあける

チーム
マーク 36cm

34cm

文字のみ白色

裏

文字は白色、マークはサックス
RUGBY  FOOTBALLの
大きさは左右18cm

10個～
レッド

イエローケリー

パープルブラックブルー

サックス

ダークグリーン

ホワイトネイビー

エンジ

カラー（基本）サンプル

①胴表 ②胴裏 ③マチ ④ベルト⑤パイピング ⑥ファスナーの色を決める。STEP1
注文する個数を決める（10個より承ります。）STEP2
プリントのデザインを決める。STEP3

注
文
方
法

●表と裏どちらの面にもチーム名・チームマークなどのプリントができます。
    新規の場合は版下製作料〔プリント1色につき¥11,000（税抜価格￥10,000）〕が
   必要となります。
●プリントのデザインはなるべく鮮明なものを用意してください。
●プリントする位置・色・大きさの指示をしてください。

エナメルバッグ価格表

1色プリント
2色プリント
3色プリント

￥15,840（税抜価格￥14,400）

￥20,900（税抜価格￥19,000）
￥18,480（税抜価格￥16,800）

10個より
承ります

（注1）プリント1色（価格表参照）は片面に1色プリントです。表と裏の両面に同時プリントの場合は2色プリントの価格となります。
（注2）プリント4色以上は別途見積りとなります。納期は約1ヵ月ですが、時期によって多少異なることがありますのでご注意ください。
（注3）個人名、ナンバー等を入れる際には別途見積もりとなります。

特注品エナメルバッグの注文方法

＊最低受注数は7枚です。追加に関しては1枚より受注可能です。＊数量、次期により通常の納期より日数がかかることがあります。

商品名の横に　 　がある商品はCOTTON　Tradersからセプターブランドへ変更した商品です。 1615
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納期
デザイン製作代

昇華プリントチーム別注オーダー 昇華プリントチーム別注ジャージ

ブランドを選択  ……………………STEP1

● PC で作成したデザインを一度シートに印刷し、そのシートを熱と圧力で
　ポリエステルの生地に昇華現象を起こさせポリエステルの生地に定着させます。
● チーム名、エンブレム、番号なども全てプリント出来ます。（個人名を入れる場合は別途費用がかかります。）
● デザインもお客様のお好みに合わせてストライプ柄、ボーダー柄、曲線、グラデーション等自由に表現出来るので
　従来のイージーオーダーの様に型にはまったデザインではなく、オリジナルの商品が出来ます。

● より色が鮮やかで綺麗になりました。特に薄い色、グラデーションが鮮やかに発色します。
　（細かい柄や細いラインについては限度があります。）
● また一度シートに出してから昇華させますので、細かいロゴやラインが綺麗にプリントされます。

● 乾燥機の使用や高温多湿の場所に放置すると色移りすることがあります。
　乾燥機の使用、使用後ビニール袋の中に長時間放置することは避けてください。

������������������������������

FREE DESIGN FREE COLORSUBLIMATION(昇華プリント)とは

基本カラーチャート（カラーチャートに無いカラーはDICカラーでご指示下さい）

ブラック ネイビー ブルー サックス エンジ レッド イエロー ゴールド ダークグリーン ケリー シコン オレンジ グレー ピンク パープル モスグリーン ブラウン ダークネイビー ライトグレー シュアカ

デザイン決定後 約4週間
（初回のみ）

＊最低受注枚数は7枚です。追加に関しては1枚より受注可能です。
＊イラストレーターのアウトラインデータがあればデザイン製作代はかかりません。
＊数量、時期により通常の納期より日数がかかることがあります。
＊複雑なデザイン、個人名をいれる場合は別途費用がかかります。
＊複雑なデザインに関しては通常より納期がかかります。

衿型パターン

背番号タイプ

レギュラーカラー ショートカラー スタンドカラー ニュー
イングランドカラー

丸首
3.5㎝カラー

�����������������������

SCEPTRE

ジャージタイプを選択 ……………STEP2 SUB-S002・SUB-S003・SUB-S004・SUB-S005の
フィットタイプ・スーパーフィットタイプ・ボックスラグランタイプ・ボックスセットインタイプ

袖を選択 ……………………………STEP3 長袖（SUB-S002・SUB-S003・SUB-S004のみ）・半袖（フィットタイプ・スーパーフィットタイプは半袖のみ）

衿型を選択 …………………………STEP4 レギュラーカラー・ショートカラー・スタンドカラー・ニューイングランドカラー・丸首3.5㎝カラー

マークを選択 ………………………STEP5

マークの位置 ………………………STEP6 右胸・前立て・左脇・左袖・後ろ衿下

ジャージのデザインを決める ……STEP7 オリジナルのデザインをご指定ください。

ボディの色・袖の色・衿の色などご指定ください。デザインのカラーを決める ………STEP8

チーム名、ロゴマーク ……………STEP9 共にイラストレーターのデータもしくはサンプル等、
文字のみの場合は　大きさ（　　　　　　㎝）　書体（　　　　　　　体）
＊複雑なデータを作成する場合は別途費用がかかります。また書体は弊社にあるものに限ります。無い場合はイラ
ストレーターのアウトラインデータを頂くか、近い書体で作成させて頂きます。

背番号タイプを選択 ………………STEP10 角形・丸形・ドイツ型・縁取り型・その他オリジナル（　　　　　　　　　）

サイズ番号明細の決定 ……………STEP11 サイズと背番号明細をお知らせください。

オリジナルストレッチ素材を使用、縦横ストレッチはもちろん吸汗発散に優れ、肌触りも良くベタつきが軽
減されています。長袖は（本体価格+1,100円（税抜価格￥1,000）です。

ポリエステル95％ ポリウレタン５％

SUB-S003（ワンウェイストレッチジャージ）
オリジナルストレッチ素材を使用、横方向の伸びと吸汗発散に優れ、肌触りも良くベタつきが軽減されて
います。長袖は（本体価格+1,100円（税抜価格￥1,000）です。

ポリエステル100％

SUB-S004(ジュニアストレッチジャージ)
SUB-002のジュニアタイプです。ラグビースクールなどジュニアチームに最適です。ジュニアジャージはボッ
クスセットインタイプになります。長袖は（本体価格+1,100円（税抜価格￥1,000）です。

ポリエステル95％ ポリウレタン５％

半袖

半袖

半袖

SUB-S002
（ツーウェイストレッチジャージ）

SUB-S003
（ワンウェイストレッチジャージ）

SUB-S005
(mixストレッチジャージ）

SUB-S005(mixストレッチジャージ）半袖
1WAY・2WAYの2種類の生地の組み合わせで、脇部分に2WAY素材を使用し、腕、体の可動部分の負荷
を軽くし、全体に使用している1WAY素材と特殊縫製により強度アップを図っています。縫製部分は通常のロ
ック後に特殊ミシンで縫製することで強化をしています。

脇、袖下部＝生地：2WAYストレッチ
素材：ポリエステル95％ ウレタン5％
身頃、袖上部＝生地：1WAYストレッチ
素材：ポリエステル100％　

1WAY素材

2WAY素材

SUBLIMATION PRINT ORDER SYSTEM

■ Sceptre

￥12,320（税抜価格￥11,200）本体価格

￥12,320（税抜価格￥11,200）本体価格

￥10,780（税抜価格￥9,800）本体価格

￥14,300（税抜価格￥13,000）本体価格

SUB-S002（ツーウェイストレッチジャージ）サイズスペック（JASPO規格 日本サイズ）(cm)

162～168
85～91
71～77

167～173
89～95
75～81

172～178
93～99
79～85

177～183
97～103
83～89

180～190
100～108
88～92

187～193
105～112
91～96ウエスト

S M L XL 2XL 3XL
￥16,500（税抜価格￥15,000）

ヨットマーク、2種類（　　・　　）と
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昇華プリントチーム別注ジャージ 昇華プリントチーム別注ウィンドブレーカー

ジャケットタイプを選択  ……………STEP2

�����������������������

SUBQ-S001フロントジップタイプ・SUBQ-S002プルオーバータイプ

パンツタイプ選択 ……………………STEP3 SUBR-S001 ロングタイプ・SUBH-S001 ハーフタイプ 

裏地を選択 ……………………………STEP4 薄手メッシュ・メッシュ・トリコット起毛

STEP6 右胸・衿・左脇・左袖・後ろ衿下

ボディの色・袖の色・パンツの色などご指定ください。

ウィンドブレーカーのデザインを決める ……… オリジナルのデザインをご指定ください。STEP7

STEP8 デザインのカラーを決める …………

STEP9 チーム名、ロゴマーク ………………

STEP10

共にイラストレーターのデータもしくはサンプル等、
文字のみの場合は　大きさ（　　　　　　㎝）　書体（　　　　　　　体）
＊複雑なデータを作成する場合は別途費用がかかります。また書体は弊社にあるものに限ります。無い場合はイラス
トレーターのデータを頂くか、近い書体で作成させて頂きます。

サイズ番号明細の決定 

ブランドを選択  ………………………STEP1 SCEPTREブランドを選択  ……………………STEP1 SCEPTRE

ジャージタイプを選択 ……………STEP2 SUB-S006・SUB-S007・SUB-S008・SUB-S009 のフィットタイプ・スーパーフィットタイプ（SUB-S008のみ）

袖を選択 ……………………………STEP3 半袖のみとなります。

衿型を選択 …………………………STEP4 レギュラーカラー・ショートカラー・スタンドカラー・ニューイングランドカラー・丸首 3.5 ㎝カラー
（SUB-S009は丸首3.5 ㎝カラーのみ）

STEP6 右胸・前立て下・左脇・左袖・後ろ衿下

オリジナルのデザインをご指定ください。

ボディの色・袖の色・衿の色などご指定ください。

ジャージのデザインを決める ……STEP7

デザインのカラーを決める ………STEP8

チーム名、ロゴマーク ……………STEP9 共にイラストレーターのデータもしくはサンプル等、
文字のみの場合は　大きさ（　　　　　　㎝）　書体（　　　　　　　体）
＊複雑なデータを作成する場合は別途費用がかかります。また書体は弊社にあるものに限ります。無い場合はイラス
トレーターのアウトラインデータを頂くか、近い書体で作成させて頂きます。

背番号タイプを選択 ………………STEP10 角形・丸形・ドイツ型・縁取り型・その他オリジナル（　　　　　　　　　）

サイズ番号明細の決定 ……………STEP11 サイズと背番号明細をお知らせください。

SUB-S009(mixストレッチジャージ）半袖
2種類の生地の組み合わせで、脇部分に2WAY素材を使用し、腕・体の稼働部分の負荷を軽くし、全体に
使用している1WAY素材と特殊縫製により強度アップを図っています。首から脇、袖口、裾の裁断の立体化
を更に追及し、より良い着心地を実現させました。縫製部分は通常のロック後に特殊縫製ミシンで縫製す
ることで強化をしています。

脇、袖下部＝生地：2WAYストレッチ
素材：ポリエステル95％ ウレタン5％
身頃、袖上部＝1WAYストレッチ
素材：ポリエステル100％　

SUB-S006(ツーウェイストレッチジャージ）半袖

半袖

半袖

オリジナルストレッチ素材を使用、縦横ストレッチはもちろん吸汗発散に優れ、肌触りも良くベタつきが軽
減されています。首から脇、袖口、裾の裁断の立体化を更に追及し、より良い着心地を実現させました。縫
製部分は通常のロック後に特殊縫製ミシンで縫製することで強化をしています。

ポリエステル95％ ポリウレタン５％

SUB-S007(mixストレッチジャージ）
SUB-S008(mixストレッチスーパーフィットジャージ）
2種類の生地の組み合わせで、脇部分に2WAY素材を使用し、腕・体の稼働部分の負荷を軽くし、全体に
使用している1WAY素材と特殊縫製により強度アップを図っています。首から脇、袖口、裾の裁断の立体化
を更に追及し、より良い着心地を実現させました。縫製部分は通常のロック後に特殊縫製ミシンで縫製す
ることで強化をしています。

脇、袖下部＝生地：2WAYストレッチ
素材：ポリエステル95％ ウレタン5％
身頃、袖上部＝生地：1WAYストレッチ
素材：ポリエステル100％　

ウィンドブレーカーの裏地は下記3種類より、お選び下さい。
a. 保温効果の高いトリコット起毛　 b. 通気性の良いメッシュ地 　c. さらに通気性を求めた目の粗い、薄手メッシュ       

SUBQ-S001フロントジップ
SUBQ-S002プルオーバー
表地は撥水性に優れた高密度素材を使用。 表地：ポリエステル100%　裏地：ポリエステル100%

SUBR-S001(昇華ロングパンツ）
表地は撥水性に優れた高密度素材を使用。 表地：ポリエステル100%　裏地：ポリエステル100%

SUBH-S001(昇華ハーフパンツ）
表地は撥水性に優れた高密度素材を使用。 表地：ポリエステル100%　裏地：ポリエステル100%

SUB-S006(ツーウェイストレッチジャージ）

SUB-S00９(mixストレッチジャージ）
SUBR-S001(昇華ロングパンツ）

SUBH-S001(昇華ハーフパンツ）

SUBQ-S001 フロントジップ SUBQ-S002 プルオーバー
特殊縫製

2WAY素材

1WAY素材2WAY素材
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マークの位置 ………………………

STEP5 マークを選択 ………………………
マークの位置 …………………………

STEP5 マークを選択 …………………………

￥13,200（税抜価格￥12,000）本体価格

￥14,300（税抜価格￥13,000）本体価格

￥14,850（税抜価格￥13,500）本体価格

￥14,300（税抜価格￥13,000）本体価格

特殊縫製

SUB-S00７(mixストレッチジャージ）

1WAY素材

2WAY素材特殊縫製 特殊縫製

1WAY素材

特殊縫製

￥15,730（税抜価格￥14,300）本体価格

￥12,540（税抜価格￥11,400）本体価格

￥13,640（税抜価格￥12,400）本体価格

￥11,550（税抜価格￥10,500）本体価格

ヨットマーク、2種類（　　・　　）と
ヨットマーク、2種類（　　・　　）と

19 20
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昇華プリントチーム別注ピステ

ブランドを選択  ……………………STEP1 SCEPTRE

SUBE-S001（昇華ピステ）
厚手のツイル生地を採用。裁断の立体化を更に追及し、より良い着心地を実現させました。 身頃＝生地：厚手ツイル地　素材：ポリエステル100％

SUBF-S001（昇華ピステパンツ）
厚手のツイル生地を採用。裁断の立体化を更に追及し、より良い着心地を実現させました。 身頃＝生地：厚手ツイル地 素材　ポリエステル100％

昇華プリントチーム別注ウォーマー

SUBW-S001(昇華ウォーマー）
表地は撥水性に優れた高密度素材を使用。中綿裏地は肌触りの良いポリエステル生地。 表地:ポリエステル100％　中綿・裏地:ポリエステル100％

表地:ポリエステル100％　中綿・裏地:ポリエステル100％

SUBWP-S001(昇華ウォーマーパンツ）
表地は撥水性に優れた高密度素材を使用。中綿裏地は肌触りの良いポリエステル生地。

SUBE-S001（昇華ピステ）

SUBF-S001
（昇華ピステパンツ）

SUBW-S001(昇華ウォーマー）

SUBWP-S001
(昇華ウォーマーパンツ）

昇華プリントチーム別注ポロシャツ・プラクティスシャツ

SUBX-S001(昇華ポロシャツ）
オリジナルストレッチ素材を使用、横方向の伸びと吸汗発散に優れ、肌触りも良くベタつきが軽減されています。 生地：ポリエステル100％

SUBT-S001(昇華プラクティスシャツ）
オリジナルストレッチ素材を使用、横方向の伸びと吸汗発散に優れ、肌触りも良くベタつきが軽減されています。 生地：ポリエステル100％

SUBT-S006(昇華プラクティスシャツ）
2種類の生地の組み合わせで、前面両脇、背中衿下、裾部分にメッシュ素材使用。全体に使用している吸汗速乾
素材とメッシュ生地を合わせることで、通気性をUPし汗によるベタつきを軽減させました。また首から脇、袖
口、裾の裁断の立体化を更に追及し、より良い着心地を実現させました。

身頃＝生地：吸汗速乾素材　素材：ポリエステル100％
☆部分＝生地：吸汗速乾メッシュ　素材：ポリエステル100％

アイテムを選択  ……………………STEP2 SUBX-S001ポロシャツ・SUBT-S001プラクティスシャツ・SUBT-S006プラクティスシャツ

プラクティスシャツは衿を選択 ……STEP3 クルーネック・Ｖネック（SUBT-S001のみ） 

STEP5

STEP6

STEP7

右胸・左胸・衿・左脇・左袖・後ろ衿下等

STEP8

デザインを決める ………………… オリジナルのデザインをご指定ください。

ボディの色・袖の色・衿の色などご指定ください。デザインのカラーを決める ………

STEP9

チーム名、ロゴマーク ……………

サイズ明細の決定

共にイラストレーターのデータもしくはサンプル等、
文字のみの場合は　大きさ（　　　　　　㎝）　書体（　　　　　　　体）
＊複雑なデータを作成する場合は別途費用がかかります。また書体は弊社にあるものに限ります。無い場合はイラス
トレーターのデータを頂くか、近い書体で作成させて頂きます。

SUBX-S001(昇華ポロシャツ） SUBT-S001(昇華プラクティスシャツ） SUBT-S006(昇華プラクティスシャツ）

☆メッシュ生地

☆メッシュ生地
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ブランドを選択  ………………………STEP1

STEP3

デザインのカラーを決める ………STEP4

STEP5

右胸・衿・左脇・左袖・後ろ衿下

SCEPTRE

ボディの色・袖の色・パンツの色などご指定ください。

チーム名、ロゴマーク …………… 共にイラストレーターのデータもしくはサンプル等、
文字のみの場合は　大きさ（　　　　　　㎝）　書体（　　　　　　　体）
＊複雑なデータを作成する場合は別途費用がかかります。また書体は弊社にあるものに限ります。無い場合はイラス
トレーターのデータを頂くか、近い書体で作成させて頂きます。

マークの位置 …………………………

STEP2 マークを選択 …………………………

ブランドを選択  ………………………STEP1

STEP3

デザインのカラーを決める ………STEP4

STEP5

右胸・衿・左脇・左袖・後ろ衿下

SCEPTRE

ボディの色・袖の色・パンツの色などご指定ください。

チーム名、ロゴマーク …………… 共にイラストレーターのデータもしくはサンプル等、
文字のみの場合は　大きさ（　　　　　　㎝）　書体（　　　　　　　体）
＊複雑なデータを作成する場合は別途費用がかかります。また書体は弊社にあるものに限ります。無い場合はイラス
トレーターのデータを頂くか、近い書体で作成させて頂きます。

マークの位置 …………………………

STEP2 マークを選択 …………………………

マークの位置 …………………………

STEP4 マークを選択 …………………………

￥11,770（税抜価格￥10,700）本体価格

￥17,820（税抜価格￥16,200）本体価格

￥10,340（税抜価格￥9,400）本体価格

￥10,340（税抜価格￥9,400）本体価格

￥8,690（税抜価格￥7,900）本体価格

￥15,730（税抜価格￥14,300）本体価格

￥12,760（税抜価格￥11,600）本体価格

ヨットマーク、2種類（　　・　　）と

ヨットマーク、2種類（　　・　　）と

ヨットマーク、2種類（　　・　　）と
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SUBT-S002(昇華ノースリーブシャツ）　　　　　　　
オリジナルストレッチ素材を使用、横方向の伸びと吸汗発散に優れ、肌触りも良くベタつきが軽減されています。 生地：ポリエステル100％

SUBT-S005(昇華ノースリーブシャツ）
薄手の吸汗速乾素材を使用。軽く着心地の良い素材です。アームホール、脇部分の裁断の立体化を更に追及
し、より良い着心地を実現させました。
※ 通常商品より身幅等も細身で体にフィットするタイプです。

素材＝生地：吸汗速乾素材　素材：ポリエステル100％

昇華プリントチーム別注Tシャツ・ロングTシャツ・ノースリーブ

アイテムを選択  ……………………STEP2 SUBT-S003Tシャツ・SUBT-S004ロングTシャツ 

STEP4

STEP5

STEP6

STEP7

右胸・左胸・衿・左脇・左袖・後ろ衿下等

STEP8

デザインを決める ………………… オリジナルのデザインをご指定ください。

ボディの色・袖の色・衿の色などご指定ください。デザインのカラーを決める ………

チーム名、ロゴマーク ……………

サイズ明細の決定

共にイラストレーターのデータもしくはサンプル等、
文字のみの場合は　大きさ（　　　　　　㎝）　書体（　　　　　　　体）
＊複雑なデータを作成する場合は別途費用がかかります。また書体は弊社にあるものに限ります。無い場合はイラス
トレーターのデータを頂くか、近い書体で作成させて頂きます。

SUBT-S002
(昇華ノースリーブシャツ）
★タンクトップタイプ

SUBT-S003
(昇華Tシャツ）

SUBT-S004
(昇華長袖Tシャツ）

SUBT-S005
(昇華ノースリーブシャツ）

★タンクトップタイプ
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SUBT-S003(昇華Tシャツ）
オリジナルストレッチ素材を使用、横方向の伸びと吸汗発散に優れ、肌触りも良くベタつきが軽減されています。 生地：ポリエステル100％

SUBT-S004(昇華長袖Tシャツ）
オリジナルストレッチ素材を使用、横方向の伸びと吸汗発散に優れ、肌触りも良くベタつきが軽減されています。 生地：ポリエステル100％

昇華プリントチーム別注ベンチコート

ブランドを選択  ……………………STEP1

STEP3

デザインのカラーを決める ………STEP4

STEP5

右胸・衿・左脇・左袖・後ろ衿下

SCEPTRE

ボディの色・袖の色・フードの色などをご指定ください。

チーム名、ロゴマーク …………… 共にイラストレーターのデータもしくはサンプル等、
文字のみの場合は　大きさ（　　　　　　㎝）　書体（　　　　　　　体）
＊複雑なデータを作成する場合は別途費用がかかります。また書体は弊社にあるものに限ります。無い場合はイラス
トレーターのデータを頂くか、近い書体で作成させて頂きます。

SUBZ-S001(昇華ベンチコート）
今までに無い、完全オリジナルデザイン可能なベンチコートです。裏地に使用しているフリース地
は、遠赤外線を放射する効果の高い化合物を繊維中に織り込み、身体から発する水蒸気を吸収し、水
分子を振動させ、発熱する仕組みです。※洗濯しても発熱性能は落ちません。また、この素材は発熱
機能以外に、保温性、吸湿発汗性、抗菌性、紫外線防止にも優れております。

表地：ポリエステル100％ 特殊撥水素材
裏地：ポリエステル100％　身頃：発熱フリース素材
(SUN HEATER)+中綿キルティング　袖：トリコット起毛

＊サイズ=SMALL・FREE・LARGE

昇華プリントチーム別注ラグビーパンツ

STEP2

ブランドを選択  ……………………STEP1

STEP4

デザインのカラーを決めるSTEP5

STEP6

左右裾　（　左　・　右　）

チーム名、ロゴマーク …………… 共にイラストレーターのデータもしくはサンプル等、
文字のみの場合は　大きさ（　　　　　　㎝）　書体（　　　　　　　体）
＊複雑なデータを作成する場合は別途費用がかかります。また書体は弊社にあるものに限ります。無い場合はイラス
トレーターのデータを頂くか、近い書体で作成させて頂きます。

SUBP-S001
（昇華ラグビーパンツ）

SUBP-S00２
（昇華ラグビーパンツ）

d（又下部分）a

b c

d（又下部分）

c

SUBP-S001（昇華ラグビーパンツ）

厚手のツイル生地を採用。裁断の立体化を更に追及し、より良い着心地
を実現させました。
今までにない、フリーデザインが可能です。

生地：厚手ツイル地　素材：ポリエステル100％

SUBP-S002（昇華ラグビーパンツ）

a.b.d：2WAY素材を使用し、走る時の腿や又下の動きを伸縮素材を使
用することで生地による負荷の軽減。
c：メッシュ素材を使用し、蒸れを軽減。全体として生地特性の伸縮
性、吸汗発散、透湿性能を生かし、良いパフォーマンスを発揮出来る穿
き心地を考えています。

メイン素材＝生地：厚手ツイル地素材：ポリエステル100％　a.b.d.部分＝
生地：2WAYストレッチ
素材：ポリエステル95％ ポリウレタン5％　ｃ部分＝生地：薄手メッシュ地
素材：ポリエステル100％

SUBP-S001・SUBP-S002

SCEPTRE

アイテムを選択  ……………………

ブランドを選択  ……………………STEP1 SCEPTRE

￥10,340（税抜価格￥9,400）本体価格

￥6,820（税抜価格￥6,200）本体価格

￥8,030（税抜価格￥7,300）本体価格

￥6,820（税抜価格￥6,200）本体価格

￥10,230（税抜価格￥9,300）本体価格

￥9,240（税抜価格￥8,400）本体価格

￥32,780（税抜価格￥29,800）本体価格

a

b

マークの位置 …………………………

STEP3 マークを選択 ………………………… マークの位置 …………………………

STEP2 マークを選択 …………………………

マークの位置 …………………………

STEP3 マークを選択 …………………………

ヨットマーク、2種類（　　・　　）と

ヨットマーク、2種類（　　・　　）と

ヨットマーク、2種類（　　・　　）と

2022 カタログ    p23-24
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BLUE×NAVY

HGD-002 F/Z HOODED SWEAT￥9,680（税抜価格￥8,800）
サイズ＝XS,S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL ※ユーロサイズ　素材：綿35％  ポリエステル65％

GREY GREY

HGD-003 SWEAT PANTS ￥8,250（税抜価格￥7,500）
サイズ＝XS,S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL ※ユーロサイズ　素材：綿35％  ポリエステル65％

HGX-001 S/S POLO￥6,050（税抜価格￥5,500）
サイズ＝XS,S,M,L,XL,2XL,3XL（ブルーのみＸＳ～2XL）※JAPANサイズ　
素材：GREY / 綿９０％、ポリエステル１０％　他 / 綿１００％

HGD-001 HIGH NECK L/S TOP ￥12,980（税抜価格￥11,800）
サイズ＝XS,S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL ※ユーロサイズ　素材：ポリエステル100％ 

BLACK×GREY

WHITE BLACK

BLACK BLACK

RED BLUE NAVYGREY

HGZ-00１
DOWN COAT ￥69,850（税抜価格￥63,500）
サイズ＝S,FREE,L, ※ユーロサイズ　
素材： 表地、裏地ポリエステル100%　中綿　ダウン70%　フェザー30%

NEW
HGZ-002
DOWN HALF COAT ￥59,950（税抜価格￥54,500）
サイズ＝S,M,L,XL ※ユーロサイズ
素材： 表地、裏地ポリエステル100%　中綿　ダウン70%　フェザー30%

NEW
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サイズ＝XS,S,M,L,XL,2XL,3XL ※ユーロサイズ　素材＝ポリエステル９5％  ポリウレタン5％　メッシュ部（昇華プリント）ポリエステル１００％　吸汗速乾素材使用

HGT-001 TR PRACTICE SHIRT ￥7,480（税抜価格￥6,800）

BLUE NAVY BLACK RED YELLOW

サイズ＝XS,S,M,L,XL,2XL,3XL ※ユーロサイズ　素材＝ポリエステル９5％  ポリウレタン5％　メッシュ部（昇華プリント）ポリエステル１００％　吸汗速乾素材使用

HGT-002 TR SLEEVELESS ￥6,820（税抜価格￥6,200）

サイズ＝XS,S,M,L,XL,2XL,3XL ※ユーロサイズ
素材＝ポリエステル１００％
ベース：気化促進繊維、吸汗発散、UVカット素材使用
腿前部・股下部分：吸汗発散、遮熱効果、UVカット素材使用速乾素材使用

HGS-001 TR RUGBY SHORTS ￥7,590（税抜価格￥6,900）

サイズ＝25～28
素材＝ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ドラロン綿
ドラロン綿：抗菌防臭糸使用

HGSO-001 RUGBY SOCKS ￥2,420（税抜価格￥2,200）

サイズ＝25～28
素材＝ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ドラロン綿
ドラロン綿：抗菌防臭糸使用

HGSO-001S RUGBY SOCKS
（オーダー品） ￥3,850（税抜価格￥3,500）

サイズ＝25～28
素材＝ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ドラロン綿
ドラロン綿：抗菌防臭糸使用

くるぶしまでのタイプのソックスとなっております。
ご自分のお好みのショートソックスなどと併せてのご使用を
お勧めします。

HGSO-003S
RUGBY MATCH FOOTLESS SOCKS
（オーダー品） ￥4,290（税抜価格￥3,900）

BLACK×RED

WHITE BLACK

RED BLUE BLACK×YELLOW NAVY

BLACK RED NAVY

XS S M L X L
■サイズスペック（cm）

身　長

胸　囲

ウエスト

162～168

85～91

71～77

167～173

89～95

75～81

172～178

93～99

79～85

177～183

97～103

83～89

180～190

100～108

88～92

2 X L

187～193

105～112

91～96

HG18-RCT-006

カラー：RED 　サイズ＝FREE

RC TOULON BASEBALL CAP
￥4,950（税抜価格￥4,500）

HG18-RCT-007

カラー：BLACK 　サイズ＝FREE

RC TOULON BASEBALL CAP
￥4,950（税抜価格￥4,500）

カラー：RED　サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL
素材＝ポリエステル100%

HG20-RCT-001
RC TOULON REP HOME RUGBY SHIRT
￥19,580（税抜価格￥17,800）

カラー：Black
サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL　素材＝ポリエステル100%

HG20-RCT-003
RC TOULON REP HOME RUGBY SHORTS
￥10,780（税抜価格￥9,800）

カラー：RED　サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL
素材＝綿100%

HG20-RCT-004 RC TOULON SS POLO
￥14,080（税抜価格￥12,800）

カラー：Black　サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL
素材＝綿100%

HG20-RCT-005 RC TOULON HOODY
￥16,280（税抜価格￥14,800）

カラー：Black　サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL
素材＝ポリエステル100%

HG20-RCT-002
RC TOULON REP HOME RUGBY SHIRT
￥19,580（税抜価格￥17,800）

NEW

￥16,280（税抜価格￥14,800）
カラー：Black　サイズ＝ S,M,L,XL,2XL ※ユーロサイズ
素材＝綿８０％  ポリエステル２０％

RC TOULON MATCH-HOODY
HG19-RCT-005

￥14,080（税抜価格￥12,800）
カラー：Black　サイズ＝S,M,L,XL,2XL ※ユーロサイズ
素材＝綿９５％  ポリウレタン５％

RC TOULON LEGEND-SS POLO
HG19-RCT-004



29 30

2022 カタログ    p29-30

￥16,280（税抜価格￥14,800）
カラー：Black　サイズ＝S,M,L,XL,2XL ※ユーロサイズ
素材＝綿８０％  ポリエステル２０％

S ROCHELAIS MATCH-HOODY
HG19-SR-005

￥14,080（税抜価格￥12,800）
カラー：Black　サイズ＝S,M,L,XL,2XL ※ユーロサイズ
素材＝綿９５％  ポリウレタン５％

S ROCHELAIS LEGEND-SS POLO
HG19-SR-004

レプリカシャツ サイズスペック(cm)

身幅 身丈
53S 74

55M 76.5

57L 79

身幅 身丈
59XL 81.5

612XL 84

ポロシャツ サイズスペック(cm)

身幅 身丈
49S 73

51M 75

53L 77

身幅 身丈
55.5XL 79

582XL 81

カラー：Black
サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL
素材＝綿100%

HG20-SR-004
S ROCHELAIS SS POLO
￥14,080（税抜価格￥12,800）

カラー：Black
サイズ＝S,M,L,XL,2XL,3XL
素材＝綿100%

HG20-SR-005
S ROCHELAIS HOODY
￥16,280（税抜価格￥14,800）

サイズ＝S,M,L,XL,2XL　※ユーロサイズ

HG19-001 BROOK-S/S LOGO TEE ￥6,160（税抜価格￥5,600）

サイズ＝S,M,L,XL,2XL　※ユーロサイズ

COGGIA-L/S FULL ZIP HOODED SWEATSHIRT
HG19-003

サイズ＝S,M,L,XL,2XL　※ユーロサイズ

KOHOUTEK-CUFFED FLEECE PANTS
HG19-004

￥16,280（税抜価格￥14,800）

サイズ＝S,M,L,XL,2XL　※ユーロサイズ

HG19-005 HIND-UNBRUSHED FLEECE SHORTS ￥8,250（税抜価格￥7,500）

カラー：BLACK　
サイズ＝FREE
素材＝コットン100％

TEBBUTT-CAP
HG19-006

￥4,950（税抜価格￥4,500）

サイズ＝S,M,L,XL,2XL　※ユーロサイズ

HG19-002 JEKI-S/S PIQUE POLO ￥8,250（税抜価格￥7,500）

￥11,880（税抜価格￥10,800）

Heather Grey
素材＝コットン50％  ポリエステル50％

Heather Grey
素材＝コットン50％
ポリエステル50％

Heather Grey
素材＝コットン50％  ポリエステル50％

Black
素材＝コットン100％

Heather Grey
素材＝コットン50％、ポリエステル50％

Black
素材＝コットン100％

Black
素材＝コットン100％

Black
素材＝コットン100％

Black
素材＝コットン100％

Heather Grey
素材＝コットン48％  ポリエステル48％  ポリウレタン4％



SUB-HG001G RUGBY SHIRT PRO GPS POCKET ＊背中衿下内側にGPSポケットを付けたタイプ ￥18,920円（税抜価格￥17,200）

＊背中衿下内側にGPSポケットを付けたタイプ ￥18,920円（税抜価格￥17,200）SUB-HG002G RUGBY SHIRT PRO GPS POCKET

ポリエステル95% ポリウレタン5％

HUNGARIAオリジナルストレッチ素材を使用。生地に編柄を付けアクセントになっています。
生地は吸汗発散性に優れ、軽く肌触りもベタつきが軽減された素材です。

￥18,480円（税抜価格￥16,800）

SUB-HG001・SUB-HG002ジャージ型を選択

マークの位置、カラー選択 右胸・前部衿下中央・袖・背衿下　＊マークカラーは単色で好きな色が可能です。
但し同色系や見え辛い色は使用出来ません。

STEP1

オリジナルのデザインをご指定下さい。デザインを決めるSTEP3

決定したデザインで使用するカラーをご指定下さい。カラーを決めるSTEP4

角型・丸型・ドイツ型・縁取り型・その他オリジナル（　　　　　　　　　　）背番号タイプを選択STEP6

サイズと背番号明細をお知らせください。サイズ番号明細の決定STEP7

共にイラストレーターのデータもしくはサンプル等、
文字のみの場合　　サイズ（　　　　　　cm）　　書体（　　　　　　　　）
複雑なデータを作成する場合は別途費用がかかります。また書体は弊社にあるものに限ります。
無い場合はイラストレータのアウトラインデータを頂くか、近い書体で作成させて頂きます。

チーム名・ロゴマークSTEP5

STEP2

本体 ポリエステル95% ポリウレタン5%　別布 ポリエステル100%

SUB-HG001

SUB-HG002

※ 複雑なデザインに関しては通常より納期がかかります。

￥18,480円（税抜価格￥16,800）

STEP1

STEP3

STEP4

STEP6

STEP5

STEP2

SUB-HGS001
ロングタイプ（股下　約16㎝）

SUB-HGS003
スタンダートタイプ（股下　約14㎝）

SUB-HGS005
ショートタイプ（股下　約6㎝）

※ 複雑なデザインに関しては通常より納期がかかります。

股下と前部太もも部分に
動きやすいストレッチ素材使用

股下と前部太もも部分に
動きやすいストレッチ素材使用

股下と前部太もも部分に
動きやすいストレッチ素材使用

SUB-HGS006
ミドルタイプ（股下　約10㎝）

ポリエステル100％

SUB-HGS001・SUB-HGS003・SUB-HGS005・SUB-HGS006アイテムを選択

マークの位置、カラー選択 場所を決める
＊マークカラーは単色で好きな色が可能です。但し同色系や見え辛い色は使用出来ません。

オリジナルのデザインをご指定下さい。デザインを決める

決定したデザインで使用するカラーをご指定下さい。カラーを決める

サイズと明細をお知らせください。サイズ明細の決定

共にイラストレーターのデータもしくはサンプル等、
文字のみの場合　　サイズ（　　　　　　cm）　　書体（　　　　　　　　）
複雑なデータを作成する場合は別途費用がかかります。また書体は弊社にあるものに限ります。
無い場合はイラストレータのアウトラインデータを頂くか、近い書体で作成させて頂きます。

チーム名・ロゴマーク

HUNGARIAオリジナルストレッチ素材を使用。伸縮性のある着心地の良い素材です。
生地は吸汗発散性に優れ、軽く肌触りもベタつきが軽減された素材です。
両脇と背中部分はメッシュ素材を使用し通気性抜群です。

￥10,780円（税抜価格￥9,800）

ポリエステル100%

SUB-HGT001・SUB-HGT002アイテムを選択

マークの位置、カラー選択 右胸・前部衿下中央・袖・背衿下　＊マークカラーは単色で好きな色が可能です。
但し同色系や見え辛い色は使用出来ません。

STEP1

オリジナルのデザインをご指定下さい。デザインを決めるSTEP3

決定したデザインで使用するカラーをご指定下さい。カラーを決めるSTEP4

STEP6 サイズ明細の決定

共にイラストレーターのデータもしくはサンプル等、
文字のみの場合　　サイズ（　　　　　　cm）　　書体（　　　　　　　　）
複雑なデータを作成する場合は別途費用がかかります。また書体は弊社にあるものに限ります。
無い場合はイラストレータのアウトラインデータを頂くか、近い書体で作成させて頂きます。

チーム名・ロゴマークSTEP5

STEP2

ポリエステル100%

￥10,340円（税抜価格￥9,400）

SUB-HGT002SUB-HGT001

メッシュ部分（昇華プリント）

￥10,780円（税抜価格￥9,800）

NEW
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表地ポリエステル100％　裏地ポリエステル100％

HUNGARIAオリジナル素材を使用。生地に織柄を付けアクセントになっています。
表地は軽く、裏地は温かいトリコット起毛を使用しております。

SUB-HGQ001・SUB-HGR002・SUB-HGH003アイテムを選択

マークの位置、カラー選択 右胸・前部衿下中央・袖・背衿下・腿・腰　＊マークカラーは単色で好きな色が可能です。
但し同色系や見え辛い色は使用出来ません。

STEP1

オリジナルのデザインをご指定下さい。デザインを決めるSTEP3

決定したデザインで使用するカラーをご指定下さい。カラーを決めるSTEP4

STEP6 サイズ明細の決定

共にイラストレーターのデータもしくはサンプル等、
文字のみの場合　　サイズ（　　　　　　cm）　　書体（　　　　　　　　）
複雑なデータを作成する場合は別途費用がかかります。また書体は弊社にあるものに限ります。
無い場合はイラストレータのアウトラインデータを頂くか、近い書体で作成させて頂きます。

チーム名・ロゴマークSTEP5

STEP2

表地ポリエステル100％　裏地ポリエステル100％

￥20,680円（税抜価格￥18,800）

￥19,690円（税抜価格￥17,900）

￥17,380円（税抜価格￥15,800）

SUB-HGQ001

SUB-HGR001
SUB-HGH001

※ 複雑なデザインに関しては通常より納期がかかります。

HALF PANTS

サイズスペック(cm)

162～168
85～91
71～77

167～173
89～95
75～81

172～178
93～99
79～85

177～183
97～103
83～89

180～190
100～108
88～92

187～193
105～112
91～96ウエスト

S M L XL 2XL 3XL

表地ポリエステル100％　裏地ポリエステル100％

※ 複雑なデザインに関しては通常より納期がかかります。

4XL.5XLのサイズに関してはお問い合わせください。

ポリエステル100％

HUNGARIAオリジナル素材を使用。生地に織柄を付けアクセントになっています。
表地は軽く、裏地は温かいトリコット起毛、通気性の良い薄手メッシュ素材よりお選び頂けます。

￥19,250円（税抜価格￥17,500）

ポリエステル100%

SUB-HGE001・SUB-HGF001・SUB-HGT003アイテムを選択

マークの位置、カラー選択 右胸・前部衿下中央・袖・背衿下　＊マークカラーは単色で好きな色が可能です。
但し同色系や見え辛い色は使用出来ません。

STEP1

オリジナルのデザインをご指定下さい。デザインを決めるSTEP3

決定したデザインで使用するカラーをご指定下さい。カラーを決めるSTEP4

STEP6 サイズ明細の決定

共にイラストレーターのデータもしくはサンプル等、
文字のみの場合　　サイズ（　　　　　　cm）　　書体（　　　　　　　　）
複雑なデータを作成する場合は別途費用がかかります。また書体は弊社にあるものに限ります。
無い場合はイラストレータのアウトラインデータを頂くか、近い書体で作成させて頂きます。

チーム名・ロゴマークSTEP5

STEP2

ポリエステル100%

￥19,250円（税抜価格￥17,500）

SUB-HGF001

SUB-HGE001

SUB-HGT003

￥12,100円（税抜価格￥11,000）

SUB-HGE001 PRACTICE PISTE JACKET

SUB-HGT003 TR LONG SLEEVE SHIRT

SUB-HGF001 PRACTICE PISTE PANTS

PRACTICE PISTE JACKET PANTS

TR LONG SLEEVE SHIRT

HUNGARIAオリジナルストレッチ素材を使用。伸縮性のある着心地の良い素材です。
生地は吸汗発散性に優れ、軽く肌触りもベタつきが軽減された素材です。
両脇と背中部分はメッシュ素材を使用し通気性抜群です。
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