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10枚から
ご注文できます。※フリーデザインコースはデザインをそのままプリントします。

紋章・ロゴマーク・指定文字もプリントできます。

レッド

アイボリー ゴールドイエロー

ピンク ミントグリーン

背面 背面

クロス掛け

「おまかせデザインコース」は下記の　　　　から順番にご注文ください。STEP 1

ホワイト グレー ブラック シルバーピンク

ブルー パープルレッド イエロー グリーン

位置を決める

デザインパターン 書体を決める

プリントする「位置」を1つお選びください。

※�イラストやロゴマーク等を入れる場合は清刷をご用意ください。
※文字数や書体によってバランス等が変わる場合がございます。ご了承ください。※文字数や書体によってバランス等が変わる場合がございます。ご了承ください。

A B

C D

E

F

G

ポケット
（10cm×10cm）

H型エプロン
のみ

胸面
（20cm×20cm）

● ●❶〜� よりお好みの書体をお選びください。A〜Gよりお好みのパターンを
お選びください。

■ おすすめカラー

STEP
1

STEP
3

STEP
4

プリント色を決める プリントする「色」を1色お選びください。
プリントはプロ仕様のシルクプリントです。

STEP
2

ベーシックエプロンにオリジナルプリントができます！
園の臨時スタッフ用に、またイベントやチームでオリジナルエプロンを作ろう！

ベーシックエプロン H型エプロン

スポーツ書体（デザインはABC〜、123〜のみ）

●�

●�

英文書体

●❻

●❼

●❽

●❾

●�

UCHIDAS   uchidas   12345

UCHIDAS uchidas 12345

UCHIDAS           uchidas        12345
UCHIDAS    uchidas      12345

UCHIDAS   uchidas      12345

和文書体

●❶

●❷

●❸

●❹

●❺

内田洋行 ウチダス 12345

内田洋行 ウチダス 12345

内田洋行 ウチダス 12345

内田洋行 ウチダス 12345

内田洋行 ウチダス 12345

ネイビー

ボタン掛け

フォレストグリーン

名入れ見本
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FAX70120-757-959
ウチダスプリントサービスセンター　
受付時間：午前９時〜午後５時（土・日・祝日を除く） TEL　0120-757-969

原稿送付先
〒110-0016
東京都台東区台東2-3-9  KHビル  5F
ウチダスプリントサービスセンター宛

データ送信 uchidas@uchida.co.jp

上端からの位置 6cm

3cm

上下

左右

マーク

※��裏表紙のオーダーシートに印字されている販売店コードと�
販売店名をご記入お願いします。

ご依頼日� 年� 月� 日

ご請求担当販売店

販売店コード

ご依�頼項目○をお付けください

その他
公費 園費学級学年個人

（� ）

お客様名（学校・施設名）

ご担当者名

郵便番号

ご登録電話番号

お願い：赤太枠内は必ずご記入ください。

住所

FAX番号

ー

FAX送付枚数 枚

ご注文ありがとうございます。
納期は、校正終了後約2週間いただいております。

書体 原稿内容 ロゴマーク・校章
1
行
目

有 ・ 無

2
行
目

有 ・ 無

エプロンの種類 エプロンの色 小計

 ベーシックエプロン

 H型エプロン 枚

 ベーシックエプロン

 H型エプロン 枚

 ベーシックエプロン

 H型エプロン 枚

 ベーシックエプロン

 H型エプロン 枚

■ご希望のお届け日をお聞かせください。

■ご希望の色と数量をサイズ別にご記入ください。
はじめてのご注文 リピートのご注文（同じプリント内容に限ります）

※�色込みで10枚からご注文になれます。 ※プリント代込の価格です。

※�リピート注文は前回ご注文日より13カ月以内有効です。

プリント位置を１カ所選び、
○を付けてください。

プリント位置を１カ所選び、○を付けてください。

お客様のデザインをそのままプリントいたします。校正をお願いいたします。「プリント位置」、「プリント色」、「デザインパターン」、「書体」をお選びください。

プリント色を STEP2より
1色選び、ご記入ください。

STEP3 デザインパターンA〜Gより�
お好みのパターンを選び、ご記入ください。

プリント色を STEP2より�
1色選び、ご記入ください。

※校章・ロゴマークを入れる場合は、清刷をお送りください。送付先は下記欄外を参照ください。
※�「書体」は番号を記入してください。

※大きさは胸面20cm×20cm、
　ポケット10cm×10cm以内です。

※�網かけ部分は�
生地が2重に�
なっているため
プリントできま
せん。

H型エプロン
のみ

STEP4 書体❶〜�よりお好みの書体の番号を1つ選び、原稿内容をご記入�
ください。STEP3 のデザインパターンでA〜Cをお選びの方は１行目のみ、�
D〜Gをお選びの方は1、2行目の両方をご記入ください。

プリントする原稿（完全版下・清刷・そのまま
プリント可能なもの）をお送りください。
送付先は下記欄外を参照ください。

プリントイメージを
ご記入ください。

※お届けには校正終了後、約２週間かかります。

●�ご注文の内容により、商品を作製できない場合や別途レイアウ
ト作製費が必要な場合など、ご案内通りにお届けできない場合は
事前にご連絡させていただきます。�
●FAXを送信される前に、ご注文内容をよくご確認ください。
●工場より直送されるため、他の商品と別送でお届けいたします。

おまかせデザインコース

校正なし 校正あり

フリーデザインコース

1 プリント位置 1 プリント

2 プリント色

3 デザインパターン
2 プリント色

4 文字の書体・原稿

5 校正の希望

3 プリントサイズ

1  胸面を選択の場合、
上端からの位置 cm

上下 cm

左右 cm

使用予定日 日月 希望納期日 日月

胸面 ポケット

胸面 ポケット

1

1

2

2

プリント色をご記入ください。

プリント色をご記入ください。

デザインパターンをご記入ください。

■「おまかせデザインコース」または、「フリーデザインコース」のどちらかを選び、 内に����印をお付けください。

内に����印をお付けください。エプロンの色をお選びいただき、各数量をご記入ください。〈ご注文内容〉

別製仕様のため、ご発注後の変更、キャンセル、返品などはご容赦願います。

１枚あたりの価格表　税抜価格（税込価格）

合計枚数
ベーシックエプロン・H型エプロン

はじめてのご注文 リピートのご注文
10～20枚 ￥3,400（￥3,740） ￥3,065（￥3,371）

21～30枚 ￥2,930（￥3,223） ￥2,640（￥2,904）

31～50枚 ￥2,565（￥2,821） ￥2,310（￥2,541）

51枚以上 ￥2,305（￥2,535） ￥2,070（￥2,277）

合計枚数
計

単価

枚 円 円
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