
    ※※※※剣道衣剣道衣剣道衣剣道衣・・・・袴袴袴袴にににに刺繍刺繍刺繍刺繍ネームをごネームをごネームをごネームをご希望希望希望希望のののの場合場合場合場合、、、、ごごごご記入下記入下記入下記入下さいさいさいさい。。。。

    ※※※※ごごごご希望希望希望希望のののの竹刀竹刀竹刀竹刀・・・・竹刀袋竹刀袋竹刀袋竹刀袋・・・・色等色等色等色等をををを○○○○でででで囲囲囲囲んでんでんでんで下下下下さいさいさいさい。。。。     ※※※※ごごごご希望希望希望希望のののの商品商品商品商品をををを○○○○でででで囲囲囲囲んでんでんでんで下下下下さいさいさいさい。。。。

    ※※※※竹刀袋竹刀袋竹刀袋竹刀袋にににに刺繍刺繍刺繍刺繍ネームをごネームをごネームをごネームをご希望希望希望希望のののの場合場合場合場合、、、、ごごごご記入下記入下記入下記入下さいさいさいさい。。。。

一文字一文字一文字一文字

￥220￥220￥220￥220

入入入入れるれるれるれる名前名前名前名前 糸糸糸糸　　　　色色色色

※※※※糸色見本糸色見本糸色見本糸色見本よりおよりおよりおよりお選選選選びびびび下下下下さいさいさいさい

竹刀袋竹刀袋竹刀袋竹刀袋

染抜染抜染抜染抜き  き  き  き  （（（（黒黒黒黒・・・・紺紺紺紺・ワイン・・ワイン・・ワイン・・ワイン・赤赤赤赤・・・・紫紫紫紫））））

アラベスクアラベスクアラベスクアラベスク

※※※※糸色見本糸色見本糸色見本糸色見本よりおよりおよりおよりお選選選選びびびび下下下下さいさいさいさい

※※※※サイズはサイズはサイズはサイズは店舗店舗店舗店舗にてにてにてにて記入記入記入記入しますしますしますします

サイズサイズサイズサイズ

　　　　面 　　　面 　　　面 　　　面 　　　cmcmcmcm 垂 　垂 　垂 　垂 　MMMM・・・・LLLL

甲手 　甲手 　甲手 　甲手 　MMMM・・・・LLLL 胴 　胴 　胴 　胴 　MMMM・・・・LLLL

竹刀竹刀竹刀竹刀

並並並並　　　　製製製製

※※※※並製並製並製並製セットセットセットセット￥5,700　￥5,700　￥5,700　￥5,700　ツルツルツルツル色 白色 白色 白色 白

上製上製上製上製　　　　ツルツルツルツル色 (白 色 (白 色 (白 色 (白 ・ ・ ・ ・ 黄 黄 黄 黄 ・ ・ ・ ・ 紫)紫)紫)紫)

※※※※上製上製上製上製セットセットセットセット￥6,200　￥6,200　￥6,200　￥6,200　ツルツルツルツル色選択可色選択可色選択可色選択可

※※※※ごごごご希望希望希望希望のののの商品商品商品商品、、、、色等色等色等色等をををを○○○○でででで囲囲囲囲んでんでんでんで下下下下さいさいさいさい。。。。

剣道具剣道具剣道具剣道具

№№№№ 1 　・1 　・1 　・1 　・　 2 　 2 　 2 　 2 　・　・　・　・　 3　 3　 3　 3

 刺繍 刺繍 刺繍 刺繍ネームサービス ネームサービス ネームサービス ネームサービス 下記下記下記下記にごにごにごにご記入下記入下記入下記入下さいさいさいさい

入入入入れるれるれるれる名前名前名前名前 糸糸糸糸　　　　色色色色

※※※※姓姓姓姓のみ・のみ・のみ・のみ・名名名名のみのどちらかのみのどちらかのみのどちらかのみのどちらか

一文字一文字一文字一文字

￥220￥220￥220￥220

入入入入れるれるれるれる名前名前名前名前 糸糸糸糸　　　　色色色色

※※※※糸色見本糸色見本糸色見本糸色見本よりおよりおよりおよりお選選選選びびびび下下下下さいさいさいさい

袴袴袴袴

※※※※ポリ・テトロンはポリ・テトロンはポリ・テトロンはポリ・テトロンは色色色色をををを記入記入記入記入→→→→

枚数枚数枚数枚数

剣道衣剣道衣剣道衣剣道衣

※※※※貴貴貴貴はははは色色色色をををを記入記入記入記入→→→→

新入生申込書新入生申込書新入生申込書新入生申込書

商品名商品名商品名商品名 色色色色 サイズサイズサイズサイズ

単品購入欄単品購入欄単品購入欄単品購入欄

　　　　名札名札名札名札（（（（剣道剣道剣道剣道ゼッケンゼッケンゼッケンゼッケン）））） ¥3,0003,0003,0003,000

　3.7 　3.7 　3.7 　3.7 仕組一式仕組一式仕組一式仕組一式 ¥2,7002,7002,7002,700

　3.7　3.7　3.7　3.7上製 床一式上製 床一式上製 床一式上製 床一式 ¥3,2503,2503,2503,250

　3.7　3.7　3.7　3.7小判 床一式小判 床一式小判 床一式小判 床一式 ¥3,9803,9803,9803,980

　　　　鍔鍔鍔鍔・・・・鍔止鍔止鍔止鍔止めめめめ ¥230230230230

　　　　道具袋道具袋道具袋道具袋３３３３WAYWAYWAYWAY ¥6,5006,5006,5006,500

　　　　道具袋道具袋道具袋道具袋アラベスクアラベスクアラベスクアラベスク遠征遠征遠征遠征 ¥6,5006,5006,5006,500

　　　　道具袋道具袋道具袋道具袋ポケットポケットポケットポケット付付付付 ¥8,8008,8008,8008,800

　　　　手拭(白地 色文字)手拭(白地 色文字)手拭(白地 色文字)手拭(白地 色文字) ¥520520520520

　　　　手拭(染抜手拭(染抜手拭(染抜手拭(染抜き)き)き)き) ¥700700700700

　　　　甲手下手袋 白甲手下手袋 白甲手下手袋 白甲手下手袋 白 ¥440440440440

　　　　甲手下手袋 紺甲手下手袋 紺甲手下手袋 紺甲手下手袋 紺 ¥462462462462

一式購入一式購入一式購入一式購入のののの方方方方はははは

サービスサービスサービスサービス

※※※※記入記入記入記入してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

↓↓ ↓↓

個

人

名

個

人

名

個

人

名

個

人

名

をををを

記

入

記

入

記

入

記

入

↓↓↓↓団体名団体名団体名団体名をををを記入記入記入記入

※※※※名札名札名札名札 ((((剣道剣道剣道剣道ゼッケンゼッケンゼッケンゼッケン))))

のみのみのみのみ注文注文注文注文のののの方方方方はははは￥￥￥￥3,0003,0003,0003,000

　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

　〒      　　　　
住所 　 学校名
生徒氏名 男 ・ 女　  TEL
保護者氏名 ㊞　　  身　長 cm　 体 重 kg

貴貴貴貴 ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル

黄達磨黄達磨黄達磨黄達磨 (目安)(目安)(目安)(目安) テトロン・テトロン・テトロン・テトロン・黄達磨黄達磨黄達磨黄達磨

0～10～10～10～1号号号号 中中中中 135cm 135cm 135cm 135cm ～～～～ 20号20号20号20号 21号21号21号21号

1L1L1L1L～2～2～2～2号号号号 中中中中 145cm 145cm 145cm 145cm ～～～～ 21号21号21号21号 22号22号22号22号

1L1L1L1L～2～2～2～2号号号号 大大大大 150cm 150cm 150cm 150cm ～～～～ 22号22号22号22号 23号23号23号23号

2～32～32～32～3号号号号 大大大大 155cm 155cm 155cm 155cm ～～～～ 23号23号23号23号 24号24号24号24号

2～32～32～32～3号号号号 特大特大特大特大 160cm 160cm 160cm 160cm ～～～～ 24号24号24号24号 25号25号25号25号

2～32～32～32～3号号号号 特大特大特大特大 165cm 165cm 165cm 165cm ～～～～ 25号25号25号25号 26号26号26号26号

3L3L3L3L～4～4～4～4号号号号 特特大特特大特特大特特大 170cm 170cm 170cm 170cm ～～～～ 26号26号26号26号 27号27号27号27号

3L3L3L3L～4～4～4～4号号号号 特特大特特大特特大特特大 175cm 175cm 175cm 175cm ～～～～ 27号27号27号27号 27号27号27号27号

【剣道衣・袴 サイズ目安表】
剣道衣剣道衣剣道衣剣道衣

適応身長適応身長適応身長適応身長

袴袴袴袴

綿綿綿綿 綿綿綿綿

※ 商品はすべて税込み価格になります。

武 道 市原店
住所住所住所住所：：：：市原市市原市市原市市原市 五井五井五井五井３８８７３８８７３８８７３８８７

TELTELTELTEL：：：：０４３６０４３６０４３６０４３６（（（（２１２１２１２１））））６２６３６２６３６２６３６２６３


