
オリジナルプリント 申込用紙

前回の注文は 年　 月頃

今回のご注文について以下より選び　　を付け、年月をご記入ください。(わかる範囲で結構です)
□ 初めて注文します
□ 団体もしくは担当者が以前アイシスを利用したことがあります
□ 前回作成した追加分の注文です

フリガナ

TEL 携帯
電話

連絡可能
時間帯

AM ・ PM 　　  ：   　　～
AM ・ PM　　   ：

〒

担当者
氏名

住所

デザイン確認用 FAX番号
または E-Mailアドレス

※必ずどちらかご記入ください。

□担当者　□学校　□会社　□その他（　　　　　　　　　様）

先生
TEL

クラス
クラブ名
(学生)

担任
顧問
(学生)

学校
会社
団体名

住所
〒

申込日 H　　　.　　　.

ご使用日

ご使用目的
月 　日

お届け先をお選びください。

配達日指定を以下より選び　　を付け、日付指定をご記入ください。 ※ご記入がない場合2週間ほどでお届けになります。

 月 日
※学校・会社等への時間指定はできません。また、土日祝祭日のお届けもできません。
※交通事情等により必ずしもご希望通りにお届けできない場合があります。

※お届け先が学校の場合必ずご記入ください。

□担当者ご自宅  □学校  □会社  ※左記以外の住所に配達希望の方は備考欄に住所・氏名・電話番号をご記入ください。

□イベント　□その他
□ユニフォーム

□ カタログを見て　□ HPを見て　□ 知人の紹介　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）弊社ご利用のきっかけは？

記入例

プリントカラー 前面

色

1色目

2色目

3色目

合計

背面

色

1色目

2色目

3色目

合計

そで・わき・タオル・他

色

1色目

2色目

合計

前 後

左袖
タオル

右袖

プリント位置指定  ※簡単な略図で結構です。どの位置にプリントするか、お知らせください。詳しいデザインはデザイン用紙に記入してください。

備考欄

商品No.

生地色 枚 枚 枚 枚 枚枚 枚 枚枚 枚 枚 枚

XS・SS150・JL140・JM130・JS120 S M L XL・LL XXL・3L 合計

※1箇所目と2箇所目のインクが同じでも、プリント箇所が
異なる場合は「計2色」となります！

□時間指定無し  □午前中  □12時～14時  □14時～16時
□16時～18時　□18時～20時　□19時～21時

□ 指定した日にお届け
□ 指定した日までならいつでもOK
早割 □使用する　 超早割 □使用する

お届け希望日まで2週間以上 お届け希望日まで3週間以上

レッド

キレイな
ハートに。

キレイな星の形に
修正してください。
色はレッド

パンダの黒で描いてある部分は
生地のブラックが出るように

パンダの周りにホワイトの縁を
つけてください

ホワイト

顔や白目、体の中は
ホワイト

アルファベットと数字は全部308番の書体
FS-06のアレンジで、色は文字がホワイトで縁がレッド

ホワイト

レッド

舌の中
レッド

阿居 志寿子

愛染高等学校

ア　　イ　　　　　　　　シ　ス　コ 380-0000

380-0915

長野県長野市○○町○○○ー○

長野県長野市稲葉上千田348

026-222-3800

026-222-3800

7   7

6 15 11 7 3 42

7  10

026-222-0071

090-000-000

3年A組 松山 三六

3  00
7  00

29   6  14

AHT-C36
ブラック

レッド
ホワイト

レッド

2 1

申込用紙・デザイン用紙の記入方法

担当者の氏名・連絡先を

必ずご記入ください。

学校・会社等の連絡先も
忘れずに！

アドレスをご記入の場合
1とl、６とb、0とoなどは
判別しやすいよう、わか
りやすくご記入ください。

営業時間はAM10:00〜PM
19:00です。
できるだけ弊社営業時間
内に連絡が取れる時間を
お知らせください。

阿居 志寿子

レッド ホワイト 2

愛染高等学校 3年A組

プリント範囲と最大サイズ

縦 31cm×横 30cm

縦 20cm×横 30cm 縦 20cm×横 8cm

袖 脇

縦 7cm×横 7cm 縦 20cm×横 26cm

※パーカーのポケット上にはプリントできません。

必ずマーカーやサインペン
などを使用し太くハッキリ
と清書してください。
なお、1mm 以下の細い線は
プリントできませんのでご
注意ください。

フリーハンドで曲がってし
まった線も修正いたします。
一言書き込んでください。
手書き感を残したい場合は
そのままで！　

プリントカラーの数え方は
カタログをご参照ください。

35枚以上のご注文で、2枚
分の料金をお値引いたし
ます。必要枚数全てをご
記入ください。

ご自宅・学校・会社以外の
住所に配達希望の方は備考
欄に住所・氏名・電話番号
をご記入ください。
その他特記事項がありまし
たら、ご記入ください。

プリントカラーや書体の指定は
デザインの邪魔にならないよう
ご記入ください。

デザイン確認書の送り先を

必ずご記入ください。

プリントカラーが多い場合
メールでのデザイン確認を
おすすめします。
確認書はPDFファイルで
送らせていただきますので
パソコンやスマートフォン
をお持ちの方はぜひご利用
ください。
弊社からのメールが受信で
きるよう、迷惑メールのブ
ロックなどは一時的に解除
してください。

お申込みの際ご使用日

まで1週間を切ってい

る場合、対応できない

可能性があります。

お届け希望日まで2週

間以上の余裕を持って

お申込みください。

プリントしたい箇所に
チェックを入れてくだ
さい。

↓完成イメージ↓

デザイン用紙にもお名
前等を忘れずにご記入
ください。

※ポロシャツ胸ワンポイントの横幅は 8cm

※ラグラン Tシャツの横最大サイズは 25cm
（上部プリント時）

※120～140・JMサイズのアイテムの最大プリント
サイズは縦 25cm× 横 22cm です。デザインに
よっては最大プリントサイズでプリントできな
い場合もありますので、打ち合わせの時にお話
させていただきます。
※120～140・JMサイズのアイテムが含まれるご注
文の場合、各サイズ共に最大プリントサイズは、
縦 25cm×横 22cmになります。

以下の当てはまるプリント位置に をつけてください。　　　　　　　　の線（破線）はプリントサイズではありません。それぞれの位置で 　　 の大きさまで拡大できます。
※プリント最大サイズは縦31cm×横30cmです。例えば背面に1デザインのプリントの場合    ～　 全てにチェックを入れても背面全体にプリントできるわけではありません。プリント位置

●デザインを描く際の注意点！せっかくのデザインが不鮮明になってしまうので、下記の点ご協力お願いいたします●

鉛筆で描いたものや細い線はFAXで読み取れないため、必ずマーカー等を使用して太くハッキリ清書してください。

1mm以上の線で描いてください。Tシャツ等の型は描かず、デザインのみ枠いっぱいに大きく描いてください。下書きは
きれいに消してください。プリントカラーや文字の指定はデザインの邪魔にならないように書いてください。
※デザイン1点につきデザイン用紙1枚を使用してください。このデザイン用紙のコピーや白い紙もご利用いただけます。
　デザイン用紙をご利用にならない場合は、余白にお名前・プリントサイズ・カラー・位置等も記入ください。
※この枠のサイズは縦20.6cm×横20cmです。実際の版と同じ比率なので枠内全て使用すると最大でプリントできます。

担当者氏名 学校・会社・団体名 クラス・クラブ名(学生) デザインサンプル
□使用
□不使用

オリジナルプリント デザイン用紙

プリントサイズ 以下の当てはまるプリントサイズに　　をつけてください。　※原画を拡大または縮小する場合、縦横の比率は変更できません。
□ 最大プリントサイズまで拡大(縦31cm×横30cm)　　　　□ 原寸大サイズ　　　□ 縦(　　)横(　　)cmに変更
プリントカラー  （　　　　　 ） （　　　　　 ） （　　　　　 ） （　　　　　 ）  　　　 計（　　）色

(No.　　　)

前面上部
前面左胸ワンポイント
前面右胸ワンポイント
前面中央すそ
前面左すそ
前面右すそ

背面えり下
背面上部
背面中央すそ
背面右すそ
背面左すそ

右そで
右わき

左そで
左わき 左端

中央
右端

↓この太さが1mmです

隙間が1mm以下の場合は、右のように潰れて
プリントされますのでご注意ください。

→

→


