
■アイテム

※サイズ・カラーによりお値段が変わる場合がございますので詳しくはお尋ねください。
※500枚以上は別途御見積いたします。

▼Tシャツ・ロンT 単価 10枚~ 30枚~ 50枚~ 100枚~
＜半袖Tシャツ＞ � � � � �
6.2oz. T-SHIRT（UNITED ATHLE） ※カラー ¥1,260 ¥1,155 ¥1,050 ¥945 ¥840
5.6oz. T-SHIRT（UNITED ATHLE） ※カラー ¥1,050 ¥945 ¥840 ¥735 ¥630
4.8oz.オーガニックコットンT-SHIRT（UNITED ATHLE） ※カラー ¥1,995 ¥1,838 ¥1,680 ¥1,523 ¥1,365
4.9oz.オーガニックコットンT-SHIRT（COTTON LAND） ¥3,675 ¥3,381 ¥3,087 ¥2,793 ¥2,499
4.4oz. T-SHIRT（UNITED ATHLE） ※カラー ¥735 ¥683 ¥630 ¥578 ¥525
5.6oz. T-SHIRT（Printstar） ※カラー ¥1,050 ¥966 ¥882 ¥798 ¥714
4.7oz. T-SHIRT（UNITED ATHLE） ¥1,554 ¥1,397 ¥1,239 ¥1,082 ¥924
6.2oz. ラグランスリーブT-SHIRT（UNITED ATHLE） ¥1,680 ¥1,523 ¥1,365 ¥1,208 ¥1,050
6.5oz. T-SHIRT（Touch and Go）※カラー ¥1,050 ¥966 ¥882 ¥798 ¥714
7.0oz. SUPER HEAVY T-SHIRT（GLIMMER） ※カラー ¥1,575 ¥1,418 ¥1,260 ¥1,103 ¥945
7.4oz. T-SHIRT[U.S.コットン]（UNITED ATHLE） ¥1,554 ¥1,397 ¥1,239 ¥1,082 ¥924
5.6oz. リンガーT-SHIRT（Jellan） ¥1,365 ¥1,281 ¥1,197 ¥1,113 ¥1,029
＜長袖Tシャツ・ロンT＞     �
6.2oz. LONG SLEEVE T-SHIRT（UNITED ATHLE） ※カラー ¥1,890 ¥1,733 ¥1,575 ¥1,418 ¥1,208
6.2oz. LONG SLEEVE T-SHIRT Girls （UNITED ATHLE） ※カラー ¥1,890 ¥1,733 ¥1,575 ¥1,418 ¥1,208
6.2oz. LONG SLEEVE T-SHIRT[1.6inch Rib]（UNITED ATHLE） ※カラー ¥1,995 ¥1,838 ¥1,680 ¥1,523 ¥1,365
6.5oz. LONG SLEEVE T-SHIRT（Touch and Go）※カラー ¥1,470 ¥1,386 ¥1,302 ¥1,218 ¥1,134
7.0oz. SUPER HEAVY LONG SLEEVE T-SHIRT（GLIMMER）※カラー ¥2,520 ¥2,331 ¥2,142 ¥1,953 ¥1,764
＜七分袖Tシャツ＞     �
6.2oz. RAGLAN 3/4 SLEEVE T-SHIRT（UNITED ATHLE） ¥1,890 ¥1,733 ¥1,575 ¥1,418 ¥1,208
＜スポーツ向けTシャツ＞     �
4.3oz. COOL FAST T-SHIRT（UNITED ATHLE） ¥1,365 ¥1,260 ¥1,155 ¥1,050 ¥945
HANICAM MESH T-SHIRT※カラー ¥1,365 ¥1,281 ¥1,197 ¥1,113 ¥1,029
GLIMMER MESH T-SHIRT※カラー ¥2,100 ¥1,911 ¥1,722 ¥1,533 ¥1,344
＜ラグランTシャツ＞     �
6.2oz. RAGLAN LONG SLEEVE T-SHIRT（UNITED ATHLE） ¥2,100 ¥1,890 ¥1,680 ¥1,470 ¥1,260
＜レディースTシャツ＞     �
LADIES T-SHIRT（demimoon） ¥1,418 ¥1,334 ¥1,250 ¥1,166 ¥1,082
LADIES Rib T-SHIRT（demimoon） ¥1,418 ¥1,334 ¥1,250 ¥1,166 ¥1,082
5.9oz. リブクルーネックT-SHIRT（Jellan） ※カラー ¥1,365 ¥1,281 ¥1,197 ¥1,113 ¥1,029
LADIES Boat-neck T-SHIRT（demimoon） ¥1,313 ¥1,229 ¥1,145 ¥1,061 ¥977
LADIES V-neck T-SHIRT（demimoon） ¥1,365 ¥1,281 ¥1,197 ¥1,113 ¥1,029
LADIES Raglan T-SHIRT（demimoon） ¥1,470 ¥1,386 ¥1,302 ¥1,218 ¥1,134
LADIES Raglan Long Sleeve T-SHIRT（demimoon） ¥1,680 ¥1,554 ¥1,428 ¥1,302 ¥1,176
LADIES Long Sleeve T-SHIRT（demimoon） ¥1,628 ¥1,502 ¥1,376 ¥1,250 ¥1,124
LADIES Long Sleeve Boat-neck T-SHIRT（demimoon） ¥1,628 ¥1,502 ¥1,376 ¥1,250 ¥1,124
LADIES 3/4 Sleeve T-SHIRT（demimoon） ¥1,418 ¥1,334 ¥1,250 ¥1,166 ¥1,082
6.2oz. RAGLAN 3/4 SLEEVE T-SHIRT（UNITED ATHLE）Girls ¥1,890 ¥1,733 ¥1,575 ¥1,418 ¥1,208
5.9oz. レディースリブリンガーT-SHIRT（Jellan） ¥1,365 ¥1,281 ¥1,197 ¥1,113 ¥1,029
▼タンクトップ・ノースリーブ・キャミソール 単価 10枚~ 30枚~ 50枚~ 100枚~
6.2oz.タンクトップ（UNITED ATHLE） ¥1,344 ¥1,239 ¥1,134 ¥1,029 ¥924
5.6oz.タンクトップ（Jellan） ¥1,365 ¥1,281 ¥1,197 ¥1,113 ¥1,029
レディースタンクトップ（demimoon：4215） ¥1,208 ¥1,124 ¥1,040 ¥956 ¥872
レディースマッスルタンクトップ（demimoon：4210） ¥1,050 ¥966 ¥882 ¥798 ¥714
レディースノースリーブ（demimoon：4220） ¥1,208 ¥1,124 ¥1,040 ¥956 ¥872
レディースタンクトップ(2×2リブ)（demimoon：4230） ¥1,523 ¥1,439 ¥1,355 ¥1,271 ¥1,187
レディースマッスルタンクトップ（demimoon：4231） ¥998 ¥910 ¥870 ¥830 ¥790
レディースキャミソール（demimoon：4240） ¥1,050 ¥966 ¥882 ¥798 ¥714
▼トレーナー・スウェット 単価 10枚~ 30枚~ 50枚~ 100枚~
9.0oz.カジュアルスウェット：裏毛タイプ（Printstar）※カラー ¥2,940 ¥2,730 ¥2,520 ¥2,310 ¥2,100
10.0oz.クルーネックスウェット：裏毛タイプ（UNITED ATHLE） ¥2,835 ¥2,573 ¥2,310 ¥2,048 ¥1,785
10.3oz.クルーネックスウェット：裏起毛タイプ（UNITED ATHLE） ¥3,045 ¥2,783 ¥2,520 ¥2,258 ¥1,995
13.5oz.マックスヘビートレーナー：裏起毛タイプ（COTTON LAND） ¥3,150 ¥2,898 ¥2,646 ¥2,394 ¥2,142
9.0oz.カジュアルトレーナー：裏起毛タイプ（Printstar）※カラー ¥2,940 ¥2,730 ¥2,520 ¥2,310 ¥2,100
レディーストレーナー：裏毛タイプ（demimoon：4611） ¥2,730 ¥2,520 ¥2,310 ¥2,100 ¥1,890
▼スウェットパンツ 単価 10枚~ 30枚~ 50枚~ 100枚~
9.0oz.スウェットパンツ：裏毛タイプ（Printstar）※カラー ¥3,465 ¥3,213 ¥2,961 ¥2,709 ¥2,457
10.0oz.裏毛スウェットパンツ：裏毛タイプ（UNITED ATHLE） ¥3,570 ¥3,255 ¥2,940 ¥2,625 ¥2,310
10.3oz.スウェットパンツ：裏起毛タイプ（UNITED ATHLE） ¥3,675 ¥3,308 ¥2,940 ¥2,573 ¥2,205
レディーススウェットパンツ（demimoon：4730） ¥2,415 ¥2,247 ¥2,079 ¥1,911 ¥1,743

エプロン・タブリエ/バッグ・トートバッグ・エコバッグ・不織布バッグ/メッシュベスト・ビブス）

【Garakutas Custom Wear Service 提供サービス価格一覧表】

（Tシャツ・ロンT他/タンクトップ・ノースリーブ・キャミソール/トレーナー・スウェット/スウェットパンツ/パーカー・ジップパーカ・カーディガン・ジップジャケット

※価格に関しましては全て税込表示となっております�����更新日時：2008年2月1日

ブラ・ショーツ・チューブトップ・スウェットスカート/ポロシャツ/ジャケット・ジャージ・ナイロンコート・ブルゾン/ウィンドブレーカー/キャップ・帽子/はっぴ（ハッピ・法被）



▼パーカー・ジップパーカ・カーディガン・ジップジャケット 単価 10枚~ 30枚~ 50枚~ 100枚~
9.0oz.スウェットパーカ：裏毛タイプ（Printstar）※カラー ¥3,990 ¥3,696 ¥3,402 ¥3,108 ¥2,814
9.0oz.スウェットジップパーカ：裏毛タイプ（Printstar）※カラー ¥4,620 ¥4,284 ¥3,948 ¥3,612 ¥3,276
10.3oz.プルオーバーパーカ：裏起毛タイプ（UNITED ATHLE） ¥3,570 ¥3,255 ¥2,940 ¥2,625 ¥2,310
10.3oz.フルジップパーカ：裏起毛タイプ（UNITED ATHLE） ¥4,095 ¥3,728 ¥3,361 ¥2,994 ¥2,627
13.2oz.プルオーバーパーカ：裏起毛タイプ（UNITED ATHLE） ¥6,195 ¥3,623 ¥3,256 ¥2,889 ¥2,522
13.2oz.フルジップパーカ：裏起毛タイプ（UNITED ATHLE） ¥6,300 ¥3,728 ¥3,361 ¥2,994 ¥2,627
6.2oz.天竺ジップパーカ：天竺（UNITED ATHLE） ¥4,095 ¥3,728 ¥3,361 ¥2,994 ¥2,627
13.5oz.マックスヘビーパーカー：裏起毛タイプ（COTTON LAND） ¥3,570 ¥3,318 ¥3,066 ¥2,814 ¥2,562
13.5oz.マックスヘビーZIPパーカー：裏起毛タイプ（COTTON LAND） ¥4,872 ¥4,494 ¥4,116 ¥3,738 ¥3,360
レディースプルオーバーパーカ：裏毛タイプ（demimoon：4620） ¥3,255 ¥3,003 ¥2,751 ¥2,499 ¥2,247
レディースジップパーカ：裏毛タイプ（demimoon：4621） ¥4,200 ¥3,864 ¥3,528 ¥3,192 ¥2,856
レディースジップカーディガン：裏毛タイプ（demimoon：4622） ¥3,780 ¥3,486 ¥3,192 ¥2,898 ¥2,604
▼ブラ・ショーツ・チューブトップ・スウェットスカート 単価 10枚~ 30枚~ 50枚~ 100枚~
ブラ（フリーサイズのみ）（demimoon：4910） ¥735 ¥693 ¥651 ¥609 ¥567
ショーツ（S/Mサイズ）（demimoon：4950） ¥1,050 ¥966 ¥882 ¥798 ¥714
スウェットスカート（demimoon：4720） ¥1,890 ¥1,764 ¥1,638 ¥1,512 ¥1,386
▼ポロシャツ 単価 10枚~ 30枚~ 50枚~ 100枚~
7.6ozポロシャツ（UNITED ATHLE）綿100%鹿の子 ¥2,100 ¥1,890 ¥1,680 ¥1,470 ¥1,260
5.3ozT/Cポロシャツ（UNITED ATHLE）ポリエステル65%綿35% ¥1,680 ¥1,523 ¥1,365 ¥1,208 ¥1,050
4.3ozフールファストポロシャツ（UNITED ATHLE）ポリエステル100%※カラー ¥2,520 ¥2,310 ¥2,100 ¥1,890 ¥1,680
7.6ozラインポロシャツ（UNITED ATHLE）綿100%鹿の子 ¥2,520 ¥2,310 ¥2,100 ¥1,890 ¥1,680
T/Cポロシャツポケット付き（Printstar）ポリエステル65%綿35% ¥1,890 ¥1,764 ¥1,638 ¥1,512 ¥1,386
T/Cポロシャツポケット無し（Printstar）ポリエステル65%綿35% ¥1,890 ¥1,764 ¥1,638 ¥1,512 ¥1,386
グリマーポロシャツ（Printstar）ポリエステル65%綿35% ¥2,835 ¥2,625 ¥2,415 ¥2,205 ¥1,995
ベーシックラインポロシャツ（Printstar）ポリエステル65%綿35% ¥2,310 ¥2,142 ¥1,974 ¥1,806 ¥1,638
ベーシッククレリックポロシャツ（Printstar）ポリエステル65%綿35% ¥2,310 ¥2,142 ¥1,974 ¥1,806 ¥1,638
ジャージィーポロシャツ（Printstar）綿100% ¥1,890 ¥1,764 ¥1,638 ¥1,512 ¥1,386
T/C長袖ポロシャツポケット付き（Printstar）ポリエステル65%綿35% ¥2,310 ¥2,142 ¥1,974 ¥1,806 ¥1,638
日本製ポロシャツポケット付き（Printstar）表：ポリエステル100%�裏：綿100%�セベリス加工 ¥4,200 ¥3,864 ¥3,528 ¥3,192 ¥2,856
日本製長袖ポロシャツポケット付き（Printstar）表：ポリエステル100%�裏：綿100%�セベリス加工 ¥5,040 ¥4,662 ¥4,284 ¥3,906 ¥3,528
エコちょうちん袖ポロシャツ（M's）ポリエステル55%（再生率100％）綿45％（ホワイト） ¥4,200 ¥3,864 ¥3,528 ¥3,192 ¥2,856
エコちょうちん袖ポロシャツ（M's）ポリエステル55%（再生率100％）綿45％（カラー） ¥4,725 ¥4,347 ¥3,969 ¥3,591 ¥3,213
レディースポロシャツ（demimoon：4301） ¥2,100 ¥1,932 ¥1,764 ¥1,596 ¥1,428
▼ジャケット・ジャージ・ナイロンコート・ブルゾン 単価 10枚~ 30枚~ 50枚~ 100枚~
7.0ozラグランジャージ（UNITED ATHLE） ¥4,830 ¥4,358 ¥3,885 ¥3,413 ¥2,940
7.0ozラグランジャージ�上�（UNITED ATHLE） ¥4,095 ¥3,728 ¥3,361 ¥2,994 ¥2,627
7.0ozジャージ�下�（UNITED ATHLE） ¥3,885 ¥3,518 ¥3,150 ¥2,783 ¥2,415
ナイロンコーチジャケット�ライニング付き（UNITED ATHLE） ¥4,515 ¥4,095 ¥3,675 ¥3,255 ¥2,835
ナイロンスタンドジャケット�フードイン・ライニング付き（UNITED ATHLE） ¥5,775 ¥5,198 ¥4,620 4,043 ¥3,465
イベントブルゾン（Printstar） ¥2,100 ¥1,911 ¥1,722 ¥1,533 ¥1,344
イベントコート（Printstar） ¥2,310 ¥2,142 ¥1,974 ¥1,806 ¥1,638
イベントベスト（Printstar） ¥1,890 ¥1,764 ¥1,638 ¥1,512 ¥1,386
リフレクスポーツジャケット（Printstar） ¥3,675 ¥3,381 ¥3,087 ¥2,793 ¥2,499
アクティブパーカー（Printstar） ¥3,990 ¥3,696 ¥3,402 ¥3,108 ¥2,814
リフレクスポーツベスト（Printstar） ¥2,310 ¥2,142 ¥1,974 ¥1,806 ¥1,638
アクティブコート（Printstar） ¥3,150 ¥2,898 ¥2,646 ¥2,394 ¥2,142
サテンスタジャン（Printstar） ¥3,150 ¥2,898 ¥2,646 ¥2,394 ¥2,142
アベニューブルゾン（Printstar） ¥3,360 ¥3,108 ¥2,856 ¥2,604 ¥2,352
パステルブルゾン（Printstar） ¥3,150 ¥2,898 ¥2,646 ¥2,394 ¥2,142
エコイベントブルゾン（Printstar） ¥3,990 ¥3,696 ¥3,402 ¥3,108 ¥2,814
エコグランドコート（Printstar） ¥5,460 ¥5,040 ¥4,620 ¥4,200 ¥3,780
中綿入りイベントブルゾン（Printstar） ¥3,780 ¥3,486 ¥3,192 ¥2,898 ¥2,604
アクティブグランドコート（Printstar） ¥5,670 ¥5,250 ¥4,830 ¥4,410 ¥3,990
リフレクコート（Printstar） ¥4,515 ¥4,179 ¥3,843 ¥3,507 ¥3,171
スポーツジャケット（Printstar） ¥5,040 ¥4,662 ¥4,284 ¥3,906 ¥3,528
アウトドアジャケット（Printstar） ¥7,140 ¥6,594 ¥6,048 ¥5,502 ¥4,956
ライトベンチコート（Printstar） ¥5,145 ¥4,767 ¥4,389 ¥4,011 ¥3,633
ベンチコート（Printstar） ¥7,875 ¥7,245 ¥6,615 ¥5,985 ¥5,355



▼ウィンドブレーカー 単価 10枚~ 30枚~ 50枚~ 100枚~
フードインウィンドブレーカー（Printstar） ¥2,625 ¥2,415 ¥2,205 ¥1,995 ¥1,785
ウインドブレーカー（Printstar） ¥3,675 ¥3,381 ¥3,087 ¥2,793 ¥2,499
▼キャップ・帽子 単価 10枚~ 30枚~ 50枚~ 100枚~
イベントキャップ（Printstar） ¥630 ー ー ¥567 ¥504
ホワイトメッシュキャップ（Printstar） ¥893 ー ー ¥804 ¥715
メジャーキャップ（Printstar） ¥1,470 ¥1,386 ¥1,302 ¥1,218 ¥1,134
ストレッチキャップ（Printstar） ¥1,575 ¥1,449 ¥1,323 ¥1,197 ¥1,071
クラブキャップ（Printstar） ¥945 ー ー ¥851 ¥757
エコメッシュキャップ（Printstar） ¥1,680 ¥1,554 ¥1,428 ¥1,302 ¥1,176
エコキャップ（Printstar） ¥1,680 ¥1,554 ¥1,428 ¥1,302 ¥1,176
タンクキャップ（UNITED ATHLE） ¥1,029 ー ー ¥882 ¥784
ワッチキャップ（UNITED ATHLE） ¥1,029 ー ー ¥882 ¥784
ビーニー（UNITED ATHLE） ¥1,029 ー ー ¥882 ¥784
アメリカンキャップ（A） ¥564 ー ー ¥508 ¥452
アメリカンバイザー（AV） ¥825 ー ー ¥743 ¥661
アメリカンキャップ�カモフラ（AC） ¥900 ー ー ¥810 ¥720
フライメッシュハンチング（FH） ¥1,275 ¥1,191 ¥1,107 ¥1,023 ¥939
フライメッシュキャップ（FM） ¥1,125 ¥1,041 ¥957 ¥873 ¥789
フライメッシュバイザー（FMV） ¥1,125 ¥1,041 ¥957 ¥873 ¥789
ファイヤーファイティングキャップ（JH） ¥1,575 ¥1,449 ¥1,323 ¥1,197 ¥1,071
クラッシュキャップ（CR） ¥1,500 ¥1,416 ¥1,332 ¥1,248 ¥1,164
ウォッシャブルコットンサファリ�リバーシブル（WB6000） ¥1,857 ¥1,731 ¥1,605 ¥1,521 ¥1,395
ウォッシャブルハット（WB7000） ¥1,575 ¥1,449 ¥1,323 ¥1,197 ¥1,071
エコハット（EC300） ¥1,950 ¥1,824 ¥1,698 ¥1,572 ¥1,446
セーフティキャップ（SF） ¥1,125 ¥1,041 ¥957 ¥873 ¥789
ネックガード（GD） ¥1,125 ¥1,041 ¥957 ¥873 ¥789
▼はっぴ（ハッピ・法被） 単価 10枚~ 30枚~ 50枚~ 100枚~
マツリハッピ（UNITED ATHLE） ¥4,515 ¥4,095 ¥3,675 ¥3,255 ¥2,835
ハッピ（UNITED ATHLE） ¥3,150 ¥2,835 ¥2,520 ¥2,205 ¥1,890
▼エプロン・タブリエ 単価 10枚~ 30枚~ 50枚~ 100枚~
ベーシックエプロン（Printstar） ¥1,890 ¥1,764 ¥1,638 ¥1,512 ¥1,386
カラーエプロン（Printstar） ¥1,470 ¥1,386 ¥1,302 ¥1,218 ¥1,134
レザーエプロン（Printstar） ¥1,890 ¥1,764 ¥1,638 ¥1,512 ¥1,386
エコベーシックエプロン（Printstar） ¥3,150 ¥2,898 ¥2,646 ¥2,394 ¥2,142
▼バッグ・トートバッグ・エコバッグ・不織布バッグ 単価 10枚~ 30枚~ 50枚~ 100枚~
ナチュラルコットンバッグM（Printstar） ¥336 ー ー ¥302 ¥268
トートバッグM（Printstar） ¥735 ー ー ¥661 ¥587
トートバッグL（Printstar） ¥945 ー ー ¥850 ¥755
カジュアルバッグM（Printstar） ¥609 ー ー ¥548 ¥487
カジュアルバッグL（Printstar） ¥882 ー ー ¥794 ¥706
スウェットトートバッグ�裏パイル（UNITED ATHLE） ¥1,995 ¥1,838 ¥1,680 ¥1,523 ¥1,365
キャンバストートバッグ大（UNITED ATHLE） ¥1,575 ¥1,418 ¥1,260 ¥1,103 ¥945
キャンバストートバッグ中�インナーポケット付き（UNITED ATHLE） ¥1,732 ¥1,575 ¥1,418 ¥1,260 ¥1,103
▼メッシュベスト・ビブス 単価 10枚~ 30枚~ 50枚~ 100枚~
メッシュベストチャイナ（EV-236） ¥1,365 ¥1,281 ¥1,197 ¥1,113 ¥1,029

▼その他
各種タオル（ロット100枚以上から）・リストバンド（加工は刺繍のみ/サイズは100個から調整可
能）・オリジナル壁掛け・デニムカレンダー・各種カード類（100枚以上から）・オリジナルハンコ・ス
テッカー・缶バッジ他



■加工
（コピー転写/デジタル転写/フロッキー/インクプリント/インクジェット（ダイレクトプリント）/刺繍/
ウォッシュ（洗い）/染め/リメイク・完全オーダーメード）

▼コピー転写 単価 10枚~ 30枚~ 50枚~ 100枚~
A4サイズ ¥1,050 - - - -
A3サイズ ¥1,470 - - - -
熱圧着 ¥210 - - - -
※撥水・ナイロン系・裏地のある生地はできません。

▼デジタル転写 単価 10枚~ 30枚~ 50枚~ 100枚~
簡易デジタル転写製版（型抜き） ¥7,350
白縁製版（型抜き） ¥8,400
縁透明製版（型抜き） ¥16,800
＜簡易デジタル転写シート代＞ � � � � �
A4サイズ ¥1,680 ¥1,575 ¥1,470 ¥1,365 ¥1,260
A3サイズ ¥2,205 ¥1,995 ¥1,785 ¥1,575 ¥1,470
＜デジタル転写シート代＞ � � � � �
A4サイズ ¥1,680 - - ¥1,575 ¥1,470
A3サイズ ¥2,205 - - ¥1,995 ¥1,785
熱圧着 ¥210

▼フロッキー 単価 10枚~ 30枚~ 50枚~ 100枚~
型（18センチ×28センチ以内） ¥8,400
プリント（布製品） ¥630 - - - -
熱圧着 ¥210
※撥水・ナイロン系・裏地のある生地はできません。
※デザイン時のラインの太さは0.7ミリ以上は必要になります。

▼インクプリント 単価 10枚~ 30枚~ 50枚~ 100枚~
型（小：15センチ×15センチ以内）※1色毎 ¥5,250     
型（大：35センチ×35センチ以内）※同上 ¥8,400     
プリント（Tシャツ・キャップ類）※1色増える毎に53円加算 ¥315 ¥284 ¥252 ¥221 ¥189
プリント（トレーナー・パーカー・ポロシャツ類）※同上 ¥420 ¥378 ¥336 ¥294 ¥252
プリント（ウィンドブレーカー・その他ナイロン製品）※同上 ¥525 ¥473 ¥420 ¥368 ¥315
※特色プリントはプリント料金に53円加算・ラメは別途お見積      
※袖・ポケット中・フード等へのプリントは1色毎に53円加算      
※ナイロン製品は5枚からのご注文となります。      
※完全版下がない場合はデザイン料がかかります。

▼インクジェットプリント 単価
デザイン入力料（34センチ×34センチ以内）：プリント箇所毎 ¥4,200

1~3枚 4~9枚 10~19枚 20~79枚 80~300枚
プリント代：プリント箇所毎 ¥2,835 ¥2,415 ¥1,785 ¥1,365 ¥1,134

▼刺繍 単価
パンチ代（10センチ×10センチ以内） ￥8,400~     
パンチ代（10センチ×10センチ以上） 別途御見積     
刺繍代（数量・内容により別途お見積） ￥1,260~

▼ウォッシュ（洗い） 単価
通常ウォッシュ加工 ￥315~     
バイオウォッシュ他 ￥1,890~     
※30枚からのご注文となります。（別途御見積）

▼染め 単価
反応染バイオ ￥2,100~     
硫化染バイオ ￥2,625~     
ピグメントバイオ（顔料染め） ￥3,150~     
※100枚からのご注文となります。（別途御見積）

▼リメイク・完全オーダーメード 単価
リメイクはご要望毎（ポケット・レース・ダメージ・ペンキ・染めなど） 別途御見積
完全オーダーメード（パターン作成・生地・サンプル作成・裁断縫製・タグ作成他） 別途御見積



■その他オプションなど
（デザイン作成・修正/名入れ・ネームタグ・ナンバリング（小）/特急制作/仕上げオプション/タグ
の縫いつけ・切り取り/アイテム持ち込み）

▼デザイン作成・完全版下作成（ロゴ・イラスト・文字など） 単価
ロゴ・イラスト作成 ￥5,250~     
レイアウト・カラー修正 ￥3,150~     
画像取り込み・サイズ修正 ￥3,150~
※ロゴ・イラスト作成の場合、ご要望をお聞きした後、2パターン作成いたします。
その内のひとつをお客様にご選択いただきます。
※なお、簡単な文字入力のみの作成であれば無料で承っております。オーダーの際にご希望の書
体と文字列をお伝えください。
※「デザイン修正」「デザイン作成」はご入金後の作業開始となります。

▼名入れ・ネームタグ・ナンバリング（小） 単価     
刺繍ネーム（枚） ¥840     
プリントネーム（型）※目安50人分：お名前1点が縦1cm x 横5cm程度の場合 ¥12,600     
プリントネームプリント代（1ナンバー/名毎） ¥630    �
＜ネームタグ＞ �    �
プリントタグ・織りネーム（刺繍タグ） 別途お見積

▼特急制作 単価
1週間以内での納品契約�※本州・四国・九州への納品のみ ¥5,250
※ご注文内容・時期によってはご利用いただけません。ご了承下さい。
※繁忙期は1週間以内~10日程度となります。納期必須の際にご利用ください。

▼仕上げオプション 1~49枚 50~199枚 200~999枚 1000枚~
仕上げ無し ¥0 ¥0 ¥0 ¥0  
仕上げ無し（マメナジーのみ） ¥105 ¥105 ¥105 ¥105  
仕上げ ¥105 ¥84 ¥63 ¥42  
マメナジー仕上げ ¥210 ¥189 ¥168 ¥147
当方ではユニークな仕上げオプションをご用意しております。広がりをみせる環境プロジェクト「マ
メナジー・プロジェクト」にお客様にもウェア1枚につき105円（税込）から小口寄付参加いただけま
す。（ただし個別ID・パスワードなどの発行ならびにそれに伴うオプションサービスはございません）
このプロジェクトは太陽光発電などの自然エネルギー発電所を全国に設置する活動です。
※仕上げにはPP袋を利用しております。

単価 400枚~
タグ縫い付け ¥158 別途お見積
※仕様によってお値段が変わりますので詳しくはオーダー時にお尋ねください。

▼アイテム持ち込み 単価
プリント加工をご利用の場合のアイテム持ち込み料 ￥105/枚
※アイテムのお持ちこみは10枚からの受付となります。
※アイテムお持ちこみの場合、加工料が通常より2割増しになります。
※リメイクに関しましては御見積はヒアリング後となります。
※その他各種アパレル製品を縫製からオーダーメードいただくことも可能です。（別途お見積）


