注文フォーム

FAX 03 6657 8305

枚

枚中

1 基本情報（複数枚の場合 1 枚目のみ記入）
お名前

オーダーナンバー

TEL

支払方法

□前回登録した住所に納品する

□銀行振込

□代金引換

□納品先を別に指定する（下記をご記入ください）
チーム名

お名前
住所

* 追加生産は前回オーダーナンバー

TEL

〒

□利用規約に同意（HP 参照）※利用規約に同意は必ずチェックを入れてください※

□
『ライブラリ / 製作例』
ページへの掲載を許可

2 注文するアイテムにチェックを入れてください（注文フォーム1 枚につき 1アイテム） ＜価格は全て税別価格です＞
□半袖ジャージ
【¥12,800】

□トライパンツ
【¥11,000】

□半袖ワンピース
【¥18,800】

□シューズカバー
【¥3,800】

□長袖ジャージ
【¥13,800】

□トライスーツ
【¥18.800】

□長袖ワンピース
【¥20,800】

□グローブ
【¥5,000】

□プレミアムウインドブレーカー
【¥17,800】

□レーシングパンツ
【¥11,000】

□ロングタイツ
【¥14,200】

□ウインドブレーカー
【¥14,800】

□ウインドベスト
【¥12,800】

□レーシングスカート

□アームカバー
【¥4,200】

【¥3,800】

□サイクルキャップ
【¥3,800】

□サコッシュ
【¥3,000】

□プレミアムウインタージャケット

□トライアスロンジャージ
【¥11,800】

□半袖トライジャージ
【¥12,800】

□ウインタージャージ
【¥16,800】

□ウインタージャケット
【¥19,800】

□レッグカバー

□ヘッドカバー
【¥3,800】

【¥5,800】

□サイクルT シャツ
【¥5,500】

□プレミアムロングタイツ

【¥26,800】

【¥26,800】

■半袖ジャージ・長袖ジャージは生地を選択

□サラカラクール □サンガード

■トライジャージ・半袖トライジャージ・トライスーツは生地を選択

□アイズカット

□プロフィット

■ロングタイツ・プレミアムロングタイツ・アームカバー・レッグカバーは生地を選択

□アイズカット

□ヒートキャッチ

3 注文数（新規オーダーは 3 着〜 / 追加オーダーは 1 着〜

*1 着〜2 着の場合￥1,000 / 着のアップチャージ）

＜価格は全て税別価格です＞

※サイクル T シャツは新規オーダー 10 着〜 / 追加オーダー 1 着〜（追加 1〜4 着の場合 ¥2,000/ 着、
5〜8 着の場合 ¥1,000/ 着のアップチャージ

着

4 1 着ごとにカスタマイズできます。サイズを○で囲みオプションにチェックを入れてください ＜価格は全て税別価格です＞
■ファスナー付ポケットは半袖・長袖・ワンピースのオプション。 ■バックポケットはサイクルTシャツのオプション。

■裾ファスナーはロングタイツのオプション。

■前ファスナー、
後ファスナーはトライジャージ・半袖トライアスロンジャージ・トライスーツのオプション。 ■パッドはレーシングパンツ・ワンピース・ロングタイツ・プレミアムロングタイツのオプション。
■防臭加工は半袖ジャージ・長袖ジャージ・半袖ワンピース・長袖ワンピース・ウインタージャージ・ウインタージャケット・サイクルTシャツのオプション。 ■グローブは XS・S・M・Lの 4サイズ。
■ワイドフィット・セミワイドフィット・タイトフィット・セミタイトフィットは半袖・長袖・ウインタージャージ・ウインタージャケットのオプション。 ■ヘッドカバー・サコッシュはフリーサイズ。
■サロペットはレーシングパンツ・ロングタイツ・プレミアムロングタイツのオプション。 ■シューズカバー・レーシングスカート・サイクルキャップは S・M・Lの3 サイズ。
サイズ：XS S M L XL XXL Sw Mw Lw □ファスナー付ポケット【￥500】 □バックポケット【￥1000】 □右サイドポケット【￥800】 □左サイドポケット【￥800】 □前ファスナー □後ファスナー □防臭加工【¥1,000】

1

□ワイドフィット【￥3,200】 □セミワイドフィット【￥3,200】 □タイトフィット【￥2,800】 □セミタイトフィット【￥2,800】 □サロペット【￥2,100】□裾ファスナー【¥500】□シリコンなし

パッド：□レモン（2D）□ベリー（2Dwoman）□プラム（トライアスロン） □マスカット（3D【
）¥500】□グレープ（3Dwoman【￥
） 500】□ライム
（4D【￥
） 1,000】□パッドなし

□個別ネーム【¥500】

サイズ：XS S M L XL XXL Sw Mw Lw □ファスナー付ポケット【￥500】 □バックポケット【￥1000】 □右サイドポケット【￥800】 □左サイドポケット【￥800】 □前ファスナー □後ファスナー □防臭加工【¥1,000】

2

□ワイドフィット【￥3,200】 □セミワイドフィット【￥3,200】 □タイトフィット【￥2,800】 □セミタイトフィット【￥2,800】 □サロペット【￥2,100】□裾ファスナー【¥500】□シリコンなし

パッド：□レモン（2D）□ベリー（2Dwoman）□プラム（トライアスロン） □マスカット（3D【
）¥500】□グレープ（3Dwoman【￥
） 500】□ライム
（4D【￥
） 1,000】□パッドなし

□個別ネーム【¥500】

サイズ：XS S M L XL XXL Sw Mw Lw □ファスナー付ポケット【￥500】 □バックポケット【￥1000】 □右サイドポケット【￥800】 □左サイドポケット【￥800】 □前ファスナー □後ファスナー □防臭加工【¥1,000】

3

□ワイドフィット【￥3,200】 □セミワイドフィット【￥3,200】 □タイトフィット【￥2,800】 □セミタイトフィット【￥2,800】 □サロペット【￥2,100】□裾ファスナー【¥500】□シリコンなし

パッド：□レモン（2D）□ベリー（2Dwoman）□プラム（トライアスロン） □マスカット（3D【
）¥500】□グレープ（3Dwoman【￥
） 500】□ライム
（4D【￥
） 1,000】□パッドなし

□個別ネーム【¥500】

サイズ：XS S M L XL XXL Sw Mw Lw □ファスナー付ポケット【￥500】 □バックポケット【￥1000】 □右サイドポケット【￥800】 □左サイドポケット【￥800】 □前ファスナー □後ファスナー □防臭加工【¥1,000】

4

□ワイドフィット【￥3,200】 □セミワイドフィット【￥3,200】 □タイトフィット【￥2,800】 □セミタイトフィット【￥2,800】 □サロペット【￥2,100】□裾ファスナー【¥500】□シリコンなし

パッド：□レモン（2D）□ベリー（2Dwoman）□プラム（トライアスロン） □マスカット（3D【
）¥500】□グレープ（3Dwoman【￥
） 500】□ライム
（4D【￥
） 1,000】□パッドなし

□個別ネーム【¥500】

サイズ：XS S M L XL XXL Sw Mw Lw □ファスナー付ポケット【￥500】 □バックポケット【￥1000】 □右サイドポケット【￥800】 □左サイドポケット【￥800】 □前ファスナー □後ファスナー □防臭加工【¥1,000】

5

□ワイドフィット【￥3,200】 □セミワイドフィット【￥3,200】 □タイトフィット【￥2,800】 □セミタイトフィット【￥2,800】 □サロペット【￥2,100】□裾ファスナー【¥500】□シリコンなし

パッド：□レモン（2D）□ベリー（2Dwoman）□プラム（トライアスロン） □マスカット（3D【
）¥500】□グレープ（3Dwoman【￥
） 500】□ライム
（4D【￥
） 1,000】□パッドなし

□個別ネーム【¥500】

サイズ：XS S M L XL XXL Sw Mw Lw □ファスナー付ポケット【￥500】 □バックポケット【￥1000】 □右サイドポケット【￥800】 □左サイドポケット【￥800】 □前ファスナー □後ファスナー □防臭加工【¥1,000】

6

□ワイドフィット【￥3,200】 □セミワイドフィット【￥3,200】 □タイトフィット【￥2,800】 □セミタイトフィット【￥2,800】 □サロペット【￥2,100】□裾ファスナー【¥500】□シリコンなし

パッド：□レモン（2D）□ベリー（2Dwoman）□プラム（トライアスロン） □マスカット（3D【
）¥500】□グレープ（3Dwoman【￥
） 500】□ライム
（4D【￥
） 1,000】□パッドなし

株 式 会 社 バレット

133-0051 東京都江戸川区北小岩 2-22-14 3F

T 03 6657 8010

E info@valette.jp

□個別ネーム【¥500】

www.valette.jp

