




ご注文の流れ

STEP1

3営業日以内（土日祝日を除く） 約3週間でお届け

STEP2 STEP3 STEP5STEP4

ホームページから注文

当社ホームページから注文いただけます。
offlimits-japan.com

3D カラーシミュレーターでデザインを
確認しながらご注文ができます。

弊社の在中デザイナーが
ご注文内容を基にデザインを作成します。

マイページより弊社のデザイナーが
作成したデザイン画像を
確認、修正できます。

デザイン・サイズ・数量の
確認が済みましたら、

ご注文を確定していただきます。

※ご購入確定後の変更はできませんので、
確定前によく確認してください。

デザイン作成 デザイン確認・修正
ご注文の確定後、

工場にて商品を生産します。

生産開始

STEP6

商品が工場より入荷し、
お客様のもとへ発送いたします。

商品のお届け購入確定

ご注文金額が1万円未満………………………………………………
　 　 〃 　　1万円以上3万円未満…………………………………
　 　 〃 　　3万円以上10万円未満…………………………………
　 　 〃 　　10万円以上30万円まで……………………………

※価格は2019年10月1日現在の情報です。

330円（税込）
440円（税込）

　 　660円（税込）
　 1,100円（税込）

お支払い方法
代金引換　商品代金に応じて下記代引き手数料が発生いたします。

消費税
販売価格には、消費税（10％）が

含まれております。

デザイン
著作権侵害の恐れがあるデザインの作成は

お受けいたしかねます。

返  品
全てオーダー商品の為、

基本的には返品をお受けできません。

サイズサンプル
実際に手にとってご試着していただき、安心して

ご注文いただけるように、貸出・往復の送料を弊社負担
にてお貸し出しを行っております。

当社ホームページよりお申込みください。
※ご請求には無料の会員登録が必要となります。

配  送
ご注文ごとにメールにてお届け日を
ご連絡させていただきます。
送料は全国一律1,200円です。

※商品代金が3万円を超える場合、
送料は無料となります。C

お問い合わせ
営業時間　平日10:00～18:00
TEL: 050-2018-0625

MAIL: info@offlimits-japan.com
http://offlimits-japan.com/contact

QRコード

※時期によって納期に変動がある場合がございます。

USER GUIDE
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シャツ・パンツセット

       ￥6,200（税込）　
シャツ
       ￥3,000（税込）
ゲームパンツ
レギュラーパンツ／ロングパンツ

       ￥3,200（税込）
チームロゴ・番号プリント料金込

モデル身長:178cm
着用サイズ：LL
レギュラーパンツ

DESIGN
44 本体デザイン⇒P.6～P.7参照

44種類の豊富なデザイン。
全デザインはホームページでご覧になれます。

■本体説明

■カラー

ブラック ネイビーインディゴダークグレー ロイヤル
ブルー

サックスコバルト
ブルー

オリーブ グリーン シーグリーンパープル

マルーンチョコレート ピンクローズラズベリー レッド ストロベリー オレンジ イエロー マット
ゴールド

グレー ホワイトネオン
イエロー

ネオン
グリーン

ケリー
グリーン

ターコイズ

本体／プリント／オプションカラー（27色）

New New NewNew NewNew

New NewNew

書体：英字活字体

■県名・個人名プリント（無料）

両足にプリントを入れられます。

チームロゴ／番号

■パンツプリント（無料）

角番

丸番

● 番号カラー①  ● 番号カラー②

■番号書体

昇華プリントゲームウェア

高品質の昇華プリントゲームウェ
アが驚きの低価格。豊富なデザ
イン・カラーをカスタマイズして、
チームの顔となる特別なユニ
フォームを。

初回4着～ 追加1着～
ユニフォーム規程対応

OLGW-037 OLGW-036

OLGW-043
モデル着用デザイン

レディースシャツメンズシャツ

シャツタイプ

■プリント説明

昇華プリントとは
デザインを特殊な紙に印刷し、白生
地に熱と圧力をかけてインクを気
化させてプリントを施す手法です。
マーク剥がれの心配がなく、通気性
もよいのでスポーツに適したプリン
ト方法です。

メンズシャツ・レディースシャツともに、肩幅のある
ベーシックなユニフォームシャツです。

レディースシャツは、肩内側に
下着の紐止めのホックがつい
ているので、ずり落ちる心配が
ございません。

パンツ丈 2種類のパンツ丈を選べます。生地素材 吸汗速乾素材（ポリエステル100％）

裏側表側

軽量で通気性の良い吸汗速乾素材（ポリエステル100％）を採用。
少し光沢の入ったブライト生地なので発色もよくきれいな仕上がり。

レギュラーパンツ ロングパンツ

ユニフォーム規程に沿ったレギュラー丈、旧式のロング丈の2種類から選択
可能。同サイズを選んだときに丈の長さが4cm変わるので、チームに合った
丈感を選べます。

ベースとなる襟の形は3種類です。襟タイプ

TYPE-A TYPE-B TYPE-C

カラーも選べて、さらにラインを
入れることもできるのでオリジナ
リティが出せます。

SUBLI-PRINT GAME WEAR
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シャツ
       ￥3,900（税込）

チームロゴプリント料金込

■本体説明

書体：英字活字体

■個人名プリント（無料）

角番

丸番

左袖右袖

● 番号カラー①  ● 番号カラー②

■番号プリント（無料） 

セカンダリー

ユニフォームとセットアップで着
用することで、より一層チームの
士気が高まります。
試合時の一体感を深めてくれる
特別な1枚です。

初回4着～ 追加1着～

OLSE-043
モデル着用デザイン

シルエット

OLSE-017

OLSE-002

ポピュラーなセットインタイプ。
体に沿った立体的な仕上がりで、
腕部分の皺を軽減させることが
できるのが特徴です。

生地素材 吸汗速乾素材（ポリエステル100％）

裏側表側

通気性がよく、さらりとした手触りで着心地の良い生地感です。
※ゲームウェアとは生地が異なります。

モデル身長:178cm
着用サイズ：LL

■カラー

ブラック ネイビーインディゴダークグレー ロイヤル
ブルー

サックスコバルト
ブルー

オリーブ グリーン シーグリーンパープル

マルーンチョコレート ピンクローズラズベリー レッド ストロベリー オレンジ イエロー マット
ゴールド

グレー ホワイトネオン
イエロー

ネオン
グリーン

ケリー
グリーン

ターコイズ

本体／プリント／オプションカラー（27色）

New New NewNew NewNew

New NewNew

■プリント説明

昇華プリントとは
デザインを特殊な紙に印刷し、白生
地に熱と圧力をかけてインクを気
化させてプリントを施す手法です。
マーク剥がれの心配がなく、通気性
もよいのでスポーツに適したプリン
ト方法です。

個人名プリント位置（個人名サイズ／　 ：大  　：小）

左袖
背中首下

右袖

番号プリント位置

背中首下

背中

背中裾

ベースとなる襟の形は3種類です。襟タイプ

DESIGN
45 本体デザイン⇒P.6～P.7参照

45種類の豊富なデザイン。
全デザインはホームページでご覧になれます。

TYPE-A TYPE-B TYPE-C

SECONDARY
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シャツ・パンツセット

       ￥8,000（税込）　
シャツ
       ￥4,100（税込）
レギュラーパンツ／ロングパンツ

       ￥3,900（税込）
チームロゴ・番号プリント料金込

書体：英字活字体

■個人名プリント（無料）

両足にプリントを入れられます。

チームロゴ／番号

■パンツプリント（無料）

角番

丸番

● 番号カラー①  ● 番号カラー②

■番号書体

Vネックリバーシブルウェア

Vネックが特徴的な昇華プリント
リバーシブル。表裏異なるデザイ
ンが選択できて、いろいろな組み
合わせを楽しむことが可能。

初回4着～ 追加1着～

OLGW-039
モデル着用デザイン

■本体説明

レディースシャツカットスリーブシャツ

生地素材 リバーシブルメッシュ（ポリエステル100％）

シャツタイプ

メンズシャツ・レディースシャツ
ともに、肩幅のあるベーシックな
ユニフォームシャツです。

カラーも選べて、さらにラインを
入れることもできるのでオリジナ
リティが出せます。

襟部分も共生地です。

モデル身長:178cm
着用サイズ：LL

■プリント説明

■カラー

ブラック ネイビーインディゴダークグレー ロイヤル
ブルー

サックスコバルト
ブルー

オリーブ グリーン シーグリーンパープル

マルーンチョコレート ピンクローズラズベリー レッド ストロベリー オレンジ イエロー マット
ゴールド

グレー ホワイトネオン
イエロー

ネオン
グリーン

ケリー
グリーン

ターコイズ

本体／プリント／オプションカラー（27色）

New New NewNew NewNew

New NewNew

パンツ丈 2種類のパンツ丈を選べます。

レギュラーパンツ ロングパンツ

レギュラーパンツ、旧式のロングパンツの2種類から選択可能。同サイズを
選んだときに丈の長さが4cm変わるので、チームに合った丈感を選べます。

昇華プリントとは
デザインを特殊な紙に印刷し、白生
地に熱と圧力をかけてインクを気
化させてプリントを施す手法です。
マーク剥がれの心配がなく、通気性
もよいのでスポーツに適したプリン
ト方法です。

DESIGN
44 本体デザイン⇒P.6～P.7参照

44種類の豊富なデザイン。
全デザインはホームページでご覧になれます。

OLGW-004 OLGW-040

ベースとなる襟の形は3種類です。襟タイプ

TYPE-A TYPE-B TYPE-C

V-NECK REVERSIBLES
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シャツ・パンツセット
通常 ¥5,250（税込）が、
特別セット価格

　　　 ￥4,400（税込）　
シャツ
　　　 ￥2,900（税込）
ユニセックスパンツ
　　　 ￥2,600（税込）

チームロゴ・番号プリント料金込

■カラー

■本体説明

プリント／オプションカラー（12色）

ブラック ネイビー ロイヤル
ブルー

サックス グリーン パープル

ピンク レッド オレンジ イエロー グレー ホワイト

本体カラー（表9色）

本体カラー（裏1色）

ブラック ネイビー ロイヤル
ブルー

グリーン パープル レッド オレンジ イエロー グレー

ホワイト

ロゴと番号のカラーは
別のカラーを選択する
ことができます。

右胸・右足裾にブランド
ワッペンが入ります。

番号プリント（左足前のみ）

■パンツプリント（無料）

角番

丸番

● 番号カラー①  ● 番号カラー②

■番号書体

圧着プリントリバーシブルウェア

徹底的にシンプルな仕様で低価
格を実現。とにかく安価のリバー
シブルウェアをお探しの方はこち
らの商品がおすすめ。

レディースシャツ

タンクトップシャツ

カットスリーブシャツ
モデル着用デザイン

レディースシャツ タンクトップシャツカットスリーブシャツ

シャツタイプ

ロゴ＆番号カラー

淡色側には濃色側の
カラーと同色のサイド
ラインが入ります。

サイドライン

初回4着～ 追加1着～

■プリント説明

圧着プリントとは
ラバーシートをカットして、プレス
機で加熱しながら生地に圧着し
ます。
一般的な「艶あり」のシートを使
用しています。

肩幅のあるベーシックなシャツタイ
プ。Tシャツの上から着用する場合、女
性チームにもこちらがおすすめ。

カットスリーブよりも首周り・袖口が狭
めのシャツタイプ。開きが少ないので
インナーが見える心配が少ない。

カットスリーブよりも肩幅が狭めのシ
ャツタイプ。腕周りの可動域の制限が
あまりなく着心地良好。

生地素材 ブランドワッペン 

ポリエステル100％のリバ
ーシブルメッシュを採用。
光沢はございません。

PRESS PRINT REVERSIBLES

モデル身長:178cm
着用サイズ：LL
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シャツ・パンツセット

        ￥6,200（税込）　
シャツ
        ￥3,100（税込）
ユニセックスパンツ

        ￥3,100（税込）

昇華プリントリバーシブルウェア

今や主流の昇華プリントリバーシ
ブル。インクを生地に染み込ま
せてデザインを表現しているた
め、軽量で通気性の良い快適な
着心地。

初回4着～ 追加1着～

書体：英字活字体

■個人名プリント（無料）

両足にプリントを入れられます。

チームロゴ／番号

■パンツプリント（無料）

角番

丸番

● 番号カラー①  ● 番号カラー②

■番号書体

■本体説明

最もベーシックな
ラウンドネック。

レディースシャツ タンクトップシャツカットスリーブシャツ

シャツタイプ

襟まわり

淡色側には濃色側の
カラーと同色のサイド
ラインが入ります。

サイドライン

肩幅のあるベーシックなシャツタイ
プ。Tシャツの上から着用する場合、女
性チームにもこちらがおすすめ。

カットスリーブよりも首周り・袖口が狭
めのシャツタイプ。開きが少ないので
インナーが見える心配が少ない。

カットスリーブよりも肩幅が狭めのシ
ャツタイプ。腕周りの可動域の制限が
あまりなく着心地良好。

生地素材

軽量で通気性の良いリバー
シブルメッシュ（ポリエス
テル100％）を採用

■カラー

ブラック ネイビーインディゴダークグレー ロイヤル
ブルー

サックスコバルト
ブルー

オリーブ グリーン シーグリーンパープル

マルーンチョコレート ピンクローズラズベリー レッド ストロベリー オレンジ イエロー マット
ゴールド

グレー ホワイトネオン
イエロー

ネオン
グリーン

ケリー
グリーン

ターコイズ

本体／プリント／オプションカラー（27色）

New New NewNew NewNew

New NewNew

■プリント説明

昇華プリントとは
デザインを特殊な紙に印刷し、白生
地に熱と圧力をかけてインクを気
化させてプリントを施す手法です。
マーク剥がれの心配がなく、通気性
もよいのでスポーツに適したプリン
ト方法です。

カットスリーブシャツ

レディースシャツ

タンクトップシャツ
モデル着用デザイン

チームロゴ・番号プリント料金込

SUBLI-PRINT REVERSIBLES
モデル身長:178cm
着用サイズ：LL



￥1,800（税込）
￥2,300（税込）

￥2,900（税込）
￥2,600（税込）
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■本体説明

昇華プリントポロシャツ

モデル着用デザイン

チノショーツロゴあり

■カラー
本体カラー／プリント／オプションカラー（27色）

昇華プリントポロシャツ チノショーツロゴなし

■カラー

プリント／オプションカラー（16色）

ブラック ネイビー ロイヤル
ブルー

サックス グリーン マルーン パープル

ピンク ローズ レッド オレンジ イエロー マット
ゴールド

ホワイトグレー

ケリー
グリーン

ベージュ

本体カラー（1色）

■本体説明

角番

丸番

● 番号カラー①  ● 番号カラー②

■番号プリント（1箇所500円） ■個人名（1箇所500円）

ポロシャツ チノショーツ

シルエット
ポピュラーなセットインタイプ。
体に沿った立体的な仕上がりで、腕
部分の皺を軽減させることができる
のが特徴です。

ポケット
両サイドのポケットと、右足後ろに
もポケットがついています。

生地素材 生地素材

英字活字体

英字筆記体

※頭文字のみ大文字のほうがよりバランスがよく、おすすめです。

ポロシャツ

移動着の定番ポロシャツ。
夏場はもちろん、冬場も重ね着を
楽しみながらコーディネートでき
ます。

初回4着～ 追加1着～
ポロシャツ（本体:白のみ）

    ￥2,300~（税込）　
マーク1箇所プリント料金込

※追加マークプリント／1箇所500円(税込)

ポロシャツ（本体:カラー）

    ￥2,900~（税込）　
マーク2箇所プリント料金込

※追加マークプリント／1箇所500円(税込)

チノショーツ

布帛(ふはく)生地を使用した柔ら
かな肌触り。丈感・太さなどのシ
ルエットにこだわりつつ、軽量な
仕上がりに。

■プリント説明

表側 表側

軽量で柔らかな肌触りの布帛生地（ポリエステル100％）を採用。

裏側

軽量で通気性の良い吸汗速乾素材（ポリエステル100％）を採用。

ブランドロゴ刺繍
右足前に本体カラーと同色でブラ
ンドロゴが入っています。

裏側

ポロシャツ：プリント / チノショーツ：刺繍

初回4着～ 追加1着～
チノショーツ（ロゴあり）

       ￥2,800~（税込）　
マーク1箇所プリント料金込

初回1着～ 追加1着～
チノショーツ（無地）

       ￥2,300~（税込）　
プリントなし

モデル身長:178cm
ポロシャツ：LL
チノショーツ：LL

ブラック ダークグレー コバルト
ブルー

インディゴ パープル ロイヤル
ブルー

サックス

ターコイズ

ラズベリー ローズ

マット
ゴールド

グレー ホワイト

ピンク レッド ストロベリー オレンジ イエロー ネオン
イエロー

ネオン
グリーン

ケリー
グリーン

オリーブ グリーン チョコレート マルーンシーグリーン

ネイビー

New New New

New New New New

New New

襟まわり
最もベーシックなレギュラーカラー。
ボタンカラーは半透明の1色となっ
ています。

昇華プリントとは
デザインを特殊な紙に印刷し、白生
地に熱と圧力をかけてインクを気
化させてプリントを施す手法です。
マーク剥がれの心配がなく、通気性
もよいのでスポーツに適したプリン
ト方法です。

圧着プリントとは
ラバーシートをカットして、プレス機
で加熱しながら生地に圧着します。
本体素材の伸縮があってもプリン
トが割れたり剥がれたりし難い、伸
縮性のあるシートを使用しています。

SUBLI-PRINT POLO / CHINO SHORTS
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全10種類の本体デザイン。
全デザインはホームページでご覧になれます。

圧着プリントウィンドブレーカー

ファスナーや裏素材など細部ま
でこだわった高品質のウィンドブ
レーカー。上下異なるデザインや
カラーも選択可能。

ジャケット・パンツセット

       ￥9,000（税込）　
ジャケット
       ￥4,500（税込）
パンツ
       ￥4,500（税込）

１箇所プリント料金込

ジャケット・パンツ各１箇所プリント料金込

初回4着～ 追加1着～

モデル身長:178cm
着用サイズ：LL

※追加マークプリント／1箇所1000円(税込)

■プリント説明

圧着プリントとは
シートをカットして、プレス機で加熱
しながら生地に圧着します。
光沢のあるワッペンのようなシート
を使用しています。

モデル着用デザイン

ジャケット：OLWB-010
　　パンツ：OLWB-006

ジャケット：OLWB-003
　　パンツ：OLWB-006

ジャケット：OLWB-004
　　パンツ：OLWB-001

■本体説明

防風性に優れた肌触りの柔らか
な生地（ポリエステルツイル
100％）を採用。

ポリエステルツイル100% ドライメッシュ 起 毛 厚手起 毛

生地素材
表素材 裏素材

引き手を倒した状態にすることで
ファスナーにロックがかかり、運動
中にファスナーが開いてしまうこと
を防ぎます。

ロック機能ファスナー

シューズを履いたまま着脱が容易
にできるよう、パンツの裾はファスナ
ー仕様になっております。

パンツ裾ファスナー
大きく、深めに作られているので、運
動しても容易に中の物が落ちる心
配はございません。

「務歯」とはファスナーの歯の部分
のこと。その部分が見えないことで、
全体のデザイン性を損なわないよ
うな仕様になっています。

ポケット 務歯隠し仕様

布の端をテープ上の布でくるむこと
をパイピングといい、ほつれないよ
うにする役目とデザイン性を兼ね備
えています。

パイピング
ひもをぎゅっと引くことで、サイズや
シルエットを調節でき、ウェアのバ
タつきも軽減してくれます。

ドローコード

角番

丸番

● 番号カラー①  ● 番号カラー②

■番号プリント（1箇所500円）

■個人名刺繍（1箇所500円）
英字活字体 英字筆記体

※頭文字のみ大文字のほうが
　よりバランスがよく、おすすめです。

裏素材はお好みで「ドライメッシュ」「起毛」「厚手起毛」の3種類からお選びいただけます。
吸汗・速乾に優れ春先まで着用できる「ドライメッシュ」、保温性に優れながらも動きやすさも損なわれ
ない薄手の「起毛」、主に移動時の着用でより防寒・保温性を求めた「厚手起毛」。価格据え置きなので、
ご利用されるシーンによってお選びください。(ポリエステル100%)

■カラー

ブラック ネイビー ホワイト

本体カラー①（３色）

本体カラー②③／プリント／オプションカラー（18色）

ブラック ネイビー ロイヤル
ブルー

サックス グリーン マルーン パープル ピンク

ローズ レッド オレンジ イエロー マット
ゴールド

ホワイト ネオン
イエロー

ネオン
グリーン

グレー

ケリー
グリーン

PRESS PRINT WINDBREAKERS
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本体デザイン
58種類の本体デザインと模様部分のカラーを組合せ、
個性をアピールできます。

■本体説明

OWBS-G043OWBS-1000 (カーボン)

プリント料金込

昇華プリントウィンドブレーカー

昇華プリントを用いることで多彩
なデザインが実現可能。センスが
光る1枚で他のチームと差がつく
ウェアを。

初回4着～ 追加1着～

引き手を倒した状態にすることで
ファスナーにロックがかかり、運
動中にファスナーが開いてしまう
ことを防ぎます。

ロック機能ファスナー

大きく、深めに作られているので、
運動しても容易に中の物が落ち
る心配はございません。

ポケット

ひもをぎゅっと引くことで、サイズ
やシルエットを調節でき、ウェア
のバタつきも軽減してくれます。

ドローコード

「務歯」とはファスナーの歯の部
分のこと。その部分が見えないこ
とで、全体のデザイン性を損なわ
ないような仕様になっています。

務歯隠し仕様

シューズを履いたまま着脱が容
易にできるよう、パンツの裾はファ
スナー仕様になっております。

パンツ裾ファスナー

モデル身長:178cm
着用サイズ：LL

■プリント説明

OWBS-G021

モデル着用デザイン

■カラー
本体カラー／プリント／オプションカラー（27色）

ブラック ダークグレー コバルト
ブルー

インディゴ パープル ロイヤル
ブルー

サックス ターコイズ

ネオン
グリーン

ピンク レッド ストロベリー オレンジ イエロー ネオン
イエロー

マット
ゴールド

グレー ホワイト

ケリー
グリーン

オリーブ グリーン シーグリーン マルーン ラズベリー ローズチョコレート

ネイビー

New New New New

New

New New New New

防風性に優れた肌触りの柔らか
な生地（ポリエステルツイル
100％）を採用。

ポリエステルツイル100% ドライメッシュ 起 毛 厚手起 毛

生地素材
表素材 裏素材

裏素材はお好みで「ドライメッシュ」「起毛」「厚手起毛」の3種類からお選びいただけます。
吸汗・速乾に優れ春先まで着用できる「ドライメッシュ」、保温性に優れながらも動きやすさも損なわれ
ない薄手の「起毛」、主に移動時の着用でより防寒・保温性を求めた「厚手起毛」。価格据え置きなので、
ご利用されるシーンによってお選びください。(ポリエステル100%)

角番

丸番

● 番号カラー①  ● 番号カラー②

■番号プリント（無料）

■個人名プリント（無料）
英字活字体 英字筆記体

※頭文字のみ大文字のほうが
　よりバランスがよく、おすすめです。

昇華プリントとは
デザインを特殊な紙に印刷し、白生
地に熱と圧力をかけてインクを気
化させてプリントを施す手法です。
マーク剥がれの心配がなく、通気性
もよいのでスポーツに適したプリン
ト方法です。

ジャケット・パンツセット
通常 ¥17,280（税込）が、
特別セット価格

　　 ￥11,000（税込）　
ジャケット
　　　 ￥8,800（税込）
パンツ
　　　 ￥8,800（税込）

SUBLI-PRINT WINDBREAKERS
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■カラー

■本体説明

本体カラー（3色）

ブラック ネイビー グレー

ジップパーカー・パンツセットシャツ・パンツセット

生地素材

裏側表側

角番

丸番

● 番号カラー①  ● 番号カラー②

■番号プリント（1箇所500円）

英字活字体

英字筆記体

■個人名刺繍（1箇所500円）

前面 背面

右
脚（
縦
プ
リ
ン
ト
）

左
脚（
縦
プ
リ
ン
ト
）

全胸

右
脚（
横
プ
リ
ン
ト
）

左
脚（
横
プ
リ
ン
ト
）

右胸 左胸

マークプリント位置

プリント／オプションカラー（16色）

ブラック ネイビー ロイヤル
ブルー

サックス グリーン マルーン パープル

ピンク ローズ レッド オレンジ イエロー マット
ゴールド

ホワイトグレー

ケリー
グリーン

背中

背中裾

伸縮性のあるリブ袖にし肌に密
着させることにより、 冷気が袖の
中に入ってくるのを防ぐ効果があ
ります。

リブ袖
大きく、深めに作られているので、
運動しても容易に中の物が落ち
る心配はございません。

ポケット
シューズを履いたままでも着脱し
やすい裾ボタン仕様になっていま
す。

パンツ裾ボタン

吸汗性と速乾性を考慮して、綿（75％）と、ポリエステル（25％）を
混紡したスウェット生地を採用しています。

※頭文字のみ大文字のほうがよりバランスがよく、おすすめです。

モデル身長:178cm
シャツ：LL
パンツ：L

パーカー・パンツセット

モデル着用デザイン

■プリント説明

圧着プリントとは
ラバーシートをカットして、プレス機
で加熱しながら生地に圧着します。
本体素材の伸縮があってもプリン
トが割れたり剥がれたりし難い、伸
縮性のあるシートを使用しています。

スウェット

秋冬春シーズンに大活躍のス
ウェット。着用時のシルエットに
もこだわっていながら、プリント
込みでこの価格。

初回4着～ 追加1着～
スウェットシャツ

       ￥4,500（税込）
スウェットパーカー

       ￥4,500（税込）
スウェットジップパーカー

       ￥5,000（税込）
スウェットパンツ

       ￥4,500（税込）
１箇所プリント料金込

※追加マークプリント／1箇所1000円(税込)

SWEATS
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本体デザイン⇒P.6～P.7参照
全45種類の豊富なデザイン。
全デザインはホームページでご覧になれます。

■カラー

■本体説明

角番

丸番

● 番号カラー①  ● 番号カラー②

■番号プリント（無料）

OLKS-038

OLKS-023

OLKS-004

本体カラー／プリント／オプションカラー（27色）

初回4枚～ 追加1枚～

ナップサック

個人の着替え入れやバッシュ入れ
にはもちろん、チームのユニ
フォームを管理するバックにもな
る便利アイテムです。
使わないときは小さくたためるの
で場所を取らないのも魅力です。

          　￥1,300（税込）
サイズ
W40cm×H49cm

■プリント説明

ボールも入るサイズ感。
口部分

プリントメインカラーと同色のブ
ランドロゴマークが入ります。

ブランドロゴ

生地素材 吸汗速乾素材（ポリエステル100％）

裏側表側

肌触りなめらかなサラッとした生地を使用しています。

■個人名プリント（無料）
英字活字体

英字筆記体

※頭文字のみ大文字のほうがよりバランスがよく、おすすめです。

ブラック ダークグレー コバルト
ブルー

インディゴ パープル ロイヤル
ブルー

サックス ターコイズネイビー

ピンク レッド ストロベリー オレンジ イエロー ネオン
イエロー

マット
ゴールド

グレー ホワイト

New

New New New New

ネオン
グリーン

ケリー
グリーン

オリーブ シーグリーン チョコレート マルーン ラズベリーグリーン

New New

ローズ

NewNew

OLKS-043

昇華プリントとは
デザインを特殊な紙に印刷し、白生
地に熱と圧力をかけてインクを気
化させてプリントを施す手法です。
マーク剥がれの心配がなく、通気性
もよいのでスポーツに適したプリン
ト方法です。

KNAPSACK






