
品番 品        名 区分 定価(税込) 定価(税抜) 卸価(税込) 卸価(税抜)

Tシャツ

5～9 ¥3 ,100 ¥2 ,819 ¥1 ,860 ¥1 ,691

10以上 ¥2 ,800 ¥2 ,546 ¥1 ,680 ¥1 ,528

50以上 ¥2 ,700 ¥2 ,455 ¥1 ,620 ¥1 ,473

ワンポイント ¥2 ,150 ¥1 ,955 ¥1 ,290 ¥1 ,173

無地 ¥1 ,200 ¥1 ,091 ¥720 ¥655

5～9 ¥3 ,100 ¥2 ,819 ¥1 ,860 ¥1 ,691

10以上 ¥2 ,800 ¥2 ,546 ¥1 ,680 ¥1 ,528

50以上 ¥2 ,700 ¥2 ,455 ¥1 ,620 ¥1 ,473

ワンポイント ¥2 ,150 ¥1 ,955 ¥1 ,290 ¥1 ,173

無地 ¥1 ,200 ¥1 ,091 ¥720 ¥655

5～9 ¥3 ,400 ¥3 ,091 ¥2 ,040 ¥1 ,855

10以上 ¥3 ,100 ¥2 ,819 ¥1 ,860 ¥1 ,691

50以上 ¥3 ,000 ¥2 ,728 ¥1 ,800 ¥1 ,637

ワンポイント ¥2 ,550 ¥2 ,319 ¥1 ,530 ¥1 ,391

無地 ¥1 ,600 ¥1 ,455 ¥960 ¥873

5～9 ¥3 ,500 ¥3 ,182 ¥2 ,100 ¥1 ,910

10以上 ¥3 ,200 ¥2 ,910 ¥1 ,920 ¥1 ,746

50以上 ¥3 ,100 ¥2 ,819 ¥1 ,860 ¥1 ,691

ワンポイント ¥2 ,550 ¥2 ,319 ¥1 ,530 ¥1 ,391

無地 ¥1 ,600 ¥1 ,455 ¥960 ¥873

5～9 ¥3 ,500 ¥3 ,182 ¥2 ,100 ¥1 ,910

10以上 ¥3 ,200 ¥2 ,910 ¥1 ,920 ¥1 ,746

50以上 ¥3 ,100 ¥2 ,819 ¥1 ,860 ¥1 ,691

ワンポイント ¥2 ,550 ¥2 ,319 ¥1 ,530 ¥1 ,391

無地 ¥1 ,600 ¥1 ,455 ¥960 ¥873

ポロシャツ

5～9 ¥3 ,500 ¥3 ,182 ¥2 ,100 ¥1 ,910

10以上 ¥3 ,200 ¥2 ,910 ¥1 ,920 ¥1 ,746

50以上 ¥3 ,100 ¥2 ,819 ¥1 ,860 ¥1 ,691

ワンポイント ¥2 ,750 ¥2 ,500 ¥1 ,650 ¥1 ,500

無地 ¥1 ,800 ¥1 ,637 ¥1 ,080 ¥982

5～9 ¥3 ,500 ¥3 ,182 ¥2 ,100 ¥1 ,910

10以上 ¥3 ,200 ¥2 ,910 ¥1 ,920 ¥1 ,746

50以上 ¥3 ,100 ¥2 ,819 ¥1 ,860 ¥1 ,691

ワンポイント ¥2 ,750 ¥2 ,500 ¥1 ,650 ¥1 ,500

無地 ¥1 ,800 ¥1 ,637 ¥1 ,080 ¥982

5～9 ¥4 ,300 ¥3 ,910 ¥2 ,580 ¥2 ,346

10以上 ¥4 ,000 ¥3 ,637 ¥2 ,400 ¥2 ,182

50以上 ¥3 ,900 ¥3 ,546 ¥2 ,340 ¥2 ,128

ワンポイント ¥3 ,550 ¥3 ,228 ¥2 ,130 ¥1 ,937

無地 ¥2 ,600 ¥2 ,364 ¥1 ,560 ¥1 ,419

5～9 ¥4 ,200 ¥3 ,819 ¥2 ,520 ¥2 ,291

10以上 ¥3 ,900 ¥3 ,546 ¥2 ,340 ¥2 ,128

50以上 ¥3 ,800 ¥3 ,455 ¥2 ,280 ¥2 ,073

ワンポイント ¥3 ,450 ¥3 ,137 ¥2 ,070 ¥1 ,882

無地 ¥2 ,500 ¥2 ,273 ¥1 ,500 ¥1 ,364

5～9 ¥4 ,300 ¥3 ,910 ¥2 ,580 ¥2 ,346

10以上 ¥4 ,000 ¥3 ,637 ¥2 ,400 ¥2 ,182

50以上 ¥3 ,900 ¥3 ,546 ¥2 ,340 ¥2 ,128

ワンポイント ¥3 ,550 ¥3 ,228 ¥2 ,130 ¥1 ,937

無地 ¥2 ,600 ¥2 ,364 ¥1 ,560 ¥1 ,419

5～9 ¥4 ,100 ¥3 ,728 ¥2 ,460 ¥2 ,237

10以上 ¥3 ,800 ¥3 ,455 ¥2 ,280 ¥2 ,073

50以上 ¥3 ,700 ¥3 ,364 ¥2 ,220 ¥2 ,019

ワンポイント ¥3 ,350 ¥3 ,046 ¥2 ,010 ¥1 ,828

無地 ¥2 ,400 ¥2 ,182 ¥1 ,440 ¥1 ,310

LDT_01

100円UP

ライトドライ
Tシャツ

DT_01

100円UP

ドライ
Tシャツ

DST_01

100円UP

ドライシルキー
Tシャツ

HWT_01

300円UP

ヘビーウェイト
Tシャツ

HQT_01

300円UP

ハイクオリティ
Tシャツ

LDP_01

300円UP

ライトドライ
ポロシャツ

DP_01

300円UP

ドライ
ポロシャツ

SPDP_01

300円UP

スペシャルドライ
ポロシャツ

DLP_01

300円UP

ドライレイヤード
ポロシャツ

DSP_01

300円UP

ドライシルキー
ポロシャツ

UP_01

300円UP

ユーティリティ
ポロシャツ

品番 品        名 区分 定価(税込) 定価(税抜) 卸価(税込) 卸価(税抜)

長袖

5～9 ¥3 ,400 ¥3 ,091 ¥2 ,040 ¥1 ,855

10以上 ¥3 ,100 ¥2 ,819 ¥1 ,860 ¥1 ,691

50以上 ¥3 ,000 ¥2 ,728 ¥1 ,800 ¥1 ,637

ワンポイント ¥2 ,750 ¥2 ,500 ¥1 ,650 ¥1 ,500

無地 ¥1 ,800 ¥1 ,637 ¥1 ,080 ¥982

5～9 ¥3 ,700 ¥3 ,364 ¥2 ,220 ¥2 ,019

10以上 ¥3 ,400 ¥3 ,091 ¥2 ,040 ¥1 ,855

50以上 ¥3 ,300 ¥3 ,000 ¥1 ,980 ¥1 ,800

ワンポイント ¥3 ,050 ¥2 ,773 ¥1 ,830 ¥1 ,664

無地 ¥2 ,100 ¥1 ,910 ¥1 ,260 ¥1 ,146

5～9 ¥3 ,800 ¥3 ,455 ¥2 ,280 ¥2 ,073

10以上 ¥3 ,500 ¥3 ,182 ¥2 ,100 ¥1 ,910

50以上 ¥3 ,400 ¥3 ,091 ¥2 ,040 ¥1 ,855

ワンポイント ¥3 ,150 ¥2 ,864 ¥1 ,890 ¥1 ,719

無地 ¥2 ,200 ¥2 ,000 ¥1 ,320 ¥1 ,200

その他

5～9 ¥3 ,600 ¥3 ,273 ¥2 ,160 ¥1 ,964

10以上 ¥3 ,300 ¥3 ,000 ¥1 ,980 ¥1 ,800

50以上 ¥3 ,200 ¥2 ,910 ¥1 ,920 ¥1 ,746

ワンポイント ¥2 ,550 ¥2 ,319 ¥1 ,530 ¥1 ,391

無地 ¥1 ,600 ¥1 ,455 ¥960 ¥873

5～9 ¥3 ,400 ¥3 ,091 ¥2 ,040 ¥1 ,855

10以上 ¥3 ,100 ¥2 ,819 ¥1 ,860 ¥1 ,691

50以上 ¥3 ,000 ¥2 ,728 ¥1 ,800 ¥1 ,637

ワンポイント ¥2 ,550 ¥2 ,319 ¥1 ,530 ¥1 ,391

無地 ¥1 ,600 ¥1 ,455 ¥960 ¥873

5～9 ¥3 ,100 ¥2 ,819 ¥1 ,860 ¥1 ,691

10以上 ¥2 ,800 ¥2 ,546 ¥1 ,680 ¥1 ,528

50以上 ¥2 ,700 ¥2 ,455 ¥1 ,620 ¥1 ,473

ワンポイント ¥2 ,150 ¥1 ,955 ¥1 ,290 ¥1 ,173

無地 ¥1 ,200 ¥1 ,091 ¥720 ¥655

5～9 ¥3 ,700 ¥3 ,364 ¥2 ,220 ¥2 ,019

10以上 ¥3 ,400 ¥3 ,091 ¥2 ,040 ¥1 ,855

50以上 ¥3 ,300 ¥3 ,000 ¥1 ,980 ¥1 ,800

ワンポイント ¥2 ,950 ¥2 ,682 ¥1 ,770 ¥1 ,610

無地 ¥2 ,000 ¥1 ,819 ¥1 ,200 ¥1 ,091

スポーツウェア

5～9 ¥3 ,600 ¥3 ,273 ¥2 ,160 ¥1 ,964

10以上 ¥3 ,300 ¥3 ,000 ¥1 ,980 ¥1 ,800

50以上 ¥3 ,200 ¥2 ,910 ¥1 ,920 ¥1 ,746

ワンポイント ¥2 ,750 ¥2 ,500 ¥1 ,650 ¥1 ,500

無地 ¥1 ,800 ¥1 ,637 ¥1 ,080 ¥982

5～9 ¥4 ,200 ¥3 ,819 ¥2 ,520 ¥2 ,291

10以上 ¥3 ,900 ¥3 ,546 ¥2 ,340 ¥2 ,128

50以上 ¥3 ,800 ¥3 ,455 ¥2 ,280 ¥2 ,073

ワンポイント ¥3 ,450 ¥3 ,137 ¥2 ,070 ¥1 ,882

無地 ¥2 ,500 ¥2 ,273 ¥1 ,500 ¥1 ,364

5～9 ¥4 ,300 ¥3 ,910 ¥2 ,580 ¥2 ,346

10以上 ¥4 ,000 ¥3 ,637 ¥2 ,400 ¥2 ,182

50以上 ¥3 ,900 ¥3 ,546 ¥2 ,340 ¥2 ,128

ワンポイント ¥3 ,450 ¥3 ,137 ¥2 ,070 ¥1 ,882

無地 ¥2 ,500 ¥2 ,273 ¥1 ,500 ¥1 ,364

5～9 ¥3 ,800 ¥3 ,455 ¥2 ,280 ¥2 ,073

10以上 ¥3 ,500 ¥3 ,182 ¥2 ,100 ¥1 ,910

50以上 ¥3 ,400 ¥3 ,091 ¥2 ,040 ¥1 ,855

ワンポイント ¥3 ,150 ¥2 ,864 ¥1 ,890 ¥1 ,719

無地 ¥2 ,200 ¥2 ,000 ¥1 ,320 ¥1 ,200

5～9 ¥4 ,500 ¥4 ,091 ¥2 ,700 ¥2 ,455

10以上 ¥4 ,200 ¥3 ,819 ¥2 ,520 ¥2 ,291

50以上 ¥4 ,100 ¥3 ,728 ¥2 ,460 ¥2 ,237

ワンポイント ¥3 ,650 ¥3 ,319 ¥2 ,190 ¥1 ,991

無地 ¥2 ,700 ¥2 ,455 ¥1 ,620 ¥1 ,473

5～9 ¥4 ,700 ¥4 ,273 ¥2 ,820 ¥2 ,564

10以上 ¥4 ,400 ¥4 ,000 ¥2 ,640 ¥2 ,400

50以上 ¥4 ,300 ¥3 ,910 ¥2 ,580 ¥2 ,346

ワンポイント ¥3 ,950 ¥3 ,591 ¥2 ,370 ¥2 ,155

無地 ¥3 ,000 ¥2 ,728 ¥1 ,800 ¥1 ,637

DT_02

100円UP

ドライ
ロングスリーブ

DST_02

100円UP

ドライシルキー
ロングスリーブ

HQT_02

300円UP

ハイクオリティ
ロングスリーブ

BS_01

300円UP
ビブス

DV_01

100円UP

ドライ
Vネック

DN_01

100円UP

ドライ
ノースリーブ

DHP_01

100円UP

ドライ
ハーフパンツ

BBS_01

100円UP

バスケット
ボールシャツ

BBP_01

100円UP

バスケット
ボールシャツ

SCS_01

100円UP

サッカー
シャツ

SCP_01

100円UP

サッカー
パンツ

VLS_01

100円UP

バレーボール
シャツ

VLP_01

100円UP

バレーボール
パンツ

品番 品        名 区分 定価(税込) 定価(税抜)卸価(税込)卸価(税抜)

ドライスウェットジップパーカー

5～9 ¥5 ,700 ¥5 ,182 ¥3 ,420 ¥3 ,110

10以上 ¥5 ,400 ¥4 ,910 ¥3 ,240 ¥2 ,946

50以上 ¥5 ,200 ¥4 ,728 ¥3 ,120 ¥2 ,837

ワンポイント ¥4 ,750 ¥4 ,319 ¥2 ,850 ¥2 ,591

無地 ¥3 ,800 ¥3 ,455 ¥2 ,280 ¥2 ,073

5～9 ¥5 ,700 ¥5 ,182 ¥3 ,420 ¥3 ,110

10以上 ¥5 ,400 ¥4 ,910 ¥3 ,240 ¥2 ,946

50以上 ¥5 ,200 ¥4 ,728 ¥3 ,120 ¥2 ,837

ワンポイント ¥4 ,750 ¥4 ,319 ¥2 ,850 ¥2 ,591

無地 ¥3 ,800 ¥3 ,455 ¥2 ,280 ¥2 ,073

5～9 ¥4 ,700 ¥4 ,273 ¥2 ,820 ¥2 ,564

10以上 ¥4 ,400 ¥4 ,000 ¥2 ,640 ¥2 ,400

50以上 ¥4 ,200 ¥3 ,819 ¥2 ,520 ¥2 ,291

ワンポイント ¥3 ,750 ¥3 ,410 ¥2 ,250 ¥2 ,046

無地 ¥2 ,800 ¥2 ,546 ¥1 ,680 ¥1 ,528

スウェット

5～9 ¥5 ,700 ¥5 ,182 ¥3 ,420 ¥3 ,110

10以上 ¥5 ,400 ¥4 ,910 ¥3 ,240 ¥2 ,946

50以上 ¥5 ,200 ¥4 ,728 ¥3 ,120 ¥2 ,837

ワンポイント ¥4 ,450 ¥4 ,046 ¥2 ,670 ¥2 ,428

無地 ¥3 ,500 ¥3 ,182 ¥2 ,100 ¥1 ,910

5～9 ¥6 ,400 ¥5 ,819 ¥3 ,840 ¥3 ,491

10以上 ¥6 ,100 ¥5 ,546 ¥3 ,660 ¥3 ,328

50以上 ¥5 ,900 ¥5 ,364 ¥3 ,540 ¥3 ,219

ワンポイント ¥4 ,850 ¥4 ,410 ¥2 ,910 ¥2 ,646

無地 ¥3 ,900 ¥3 ,546 ¥2 ,340 ¥2 ,128

5～9 ¥5 ,100 ¥4 ,637 ¥3 ,060 ¥2 ,782

10以上 ¥4 ,800 ¥4 ,364 ¥2 ,880 ¥2 ,619

50以上 ¥4 ,600 ¥4 ,182 ¥2 ,760 ¥2 ,510

ワンポイント ¥4 ,150 ¥3 ,773 ¥2 ,490 ¥2 ,264

無地 ¥3 ,200 ¥2 ,910 ¥1 ,920 ¥1 ,746

5～9 ¥5 ,700 ¥5 ,182 ¥3 ,420 ¥3 ,110

10以上 ¥5 ,400 ¥4 ,910 ¥3 ,240 ¥2 ,946

50以上 ¥5 ,200 ¥4 ,728 ¥3 ,120 ¥2 ,837

ワンポイント ¥4 ,450 ¥4 ,046 ¥2 ,670 ¥2 ,428

無地 ¥3 ,500 ¥3 ,182 ¥2 ,100 ¥1 ,910

5～9 ¥6 ,200 ¥5 ,637 ¥3 ,720 ¥3 ,382

10以上 ¥5 ,900 ¥5 ,364 ¥3 ,540 ¥3 ,219

50以上 ¥5 ,700 ¥5 ,182 ¥3 ,420 ¥3 ,110

ワンポイント ¥4 ,950 ¥4 ,500 ¥2 ,970 ¥2 ,700

無地 ¥4 ,000 ¥3 ,637 ¥2 ,400 ¥2 ,182

5～9 ¥6 ,900 ¥6 ,273 ¥4 ,140 ¥3 ,764

10以上 ¥6 ,600 ¥6 ,000 ¥3 ,960 ¥3 ,600

50以上 ¥6 ,400 ¥5 ,819 ¥3 ,840 ¥3 ,491

ワンポイント ¥5 ,350 ¥4 ,864 ¥3 ,210 ¥2 ,919

無地 ¥4 ,400 ¥4 ,000 ¥2 ,640 ¥2 ,400

5～9 ¥5 ,600 ¥5 ,091 ¥3 ,360 ¥3 ,055

10以上 ¥5 ,300 ¥4 ,819 ¥3 ,180 ¥2 ,891

50以上 ¥5 ,100 ¥4 ,637 ¥3 ,060 ¥2 ,782

ワンポイント ¥4 ,650 ¥4 ,228 ¥2 ,790 ¥2 ,537

無地 ¥3 ,700 ¥3 ,364 ¥2 ,220 ¥2 ,019

5～9 ¥6 ,200 ¥5 ,637 ¥3 ,720 ¥3 ,382

10以上 ¥5 ,900 ¥5 ,364 ¥3 ,540 ¥3 ,219

50以上 ¥5 ,700 ¥5 ,182 ¥3 ,420 ¥3 ,110

ワンポイント ¥4 ,950 ¥4 ,500 ¥2 ,970 ¥2 ,700

無地 ¥4 ,000 ¥3 ,637 ¥2 ,400 ¥2 ,182

ウォームアップ

5～9 ¥5 ,600 ¥5 ,091 ¥3 ,360 ¥3 ,055

10以上 ¥5 ,300 ¥4 ,819 ¥3 ,180 ¥2 ,891

50以上 ¥5 ,100 ¥4 ,637 ¥3 ,060 ¥2 ,782

ワンポイント ¥4 ,850 ¥4 ,410 ¥2 ,910 ¥2 ,646

無地 ¥3 ,900 ¥3 ,546 ¥2 ,340 ¥2 ,128

5～9 ¥6 ,000 ¥5 ,455 ¥3 ,600 ¥3 ,273

10以上 ¥5 ,800 ¥5 ,273 ¥3 ,480 ¥3 ,164

50以上 ¥5 ,600 ¥5 ,091 ¥3 ,360 ¥3 ,055

ワンポイント ¥5 ,250 ¥4 ,773 ¥3 ,150 ¥2 ,864

無地 ¥4 ,300 ¥3 ,910 ¥2 ,580 ¥2 ,346

5～9 ¥7 ,700 ¥7 ,000 ¥4 ,620 ¥4 ,200

10以上 ¥7 ,400 ¥6 ,728 ¥4 ,440 ¥4 ,037

50以上 ¥7 ,200 ¥6 ,546 ¥4 ,320 ¥3 ,928

ワンポイント ¥6 ,650 ¥6 ,046 ¥3 ,990 ¥3 ,628

無地 ¥5 ,700 ¥5 ,182 ¥3 ,420 ¥3 ,110

5～9 ¥5 ,700 ¥5 ,182 ¥3 ,420 ¥3 ,110

10以上 ¥5 ,400 ¥4 ,910 ¥3 ,240 ¥2 ,946

50以上 ¥5 ,200 ¥4 ,728 ¥3 ,120 ¥2 ,837

ワンポイント ¥5 ,250 ¥4 ,773 ¥3 ,150 ¥2 ,864

無地 ¥4 ,300 ¥3 ,910 ¥2 ,580 ¥2 ,346

ASZ_01

300円UP

ドライスウェット
ジップパーカー

ASJ_01

300円UP

ドライスウェット
ジップジャケット

ASP_01

300円UP

ドライスウェット
パンツ

LPO_01

★新商品

★新商品

ライト
プルオーバー
パーカー

LZP_01

ライト
ジップアップ
パーカー

LST_01

ライト
スウェット
トレーナー

LSP_01

ライト
スウェット
パンツ

PO_01

500円UP

プルオーバー
パーカー

ZP_01

500円UP

ジップアップ
パーカー

ST_01

500円UP

スウェット
トレーナー

SP_01

500円UP
スウェットパンツ

PST_01

300円UP

ベーシック
ピステ

PSP_01
ベーシック
ピステパンツ

WBJ_01
ウォームアップ

ウィンドブレーカー
ジャケット

WBP_01
ウォームアップ
ウィンドブレーカー

パンツ

品番 品        名 区分 定価(税込) 定価(税抜)

アウター

5～9 ¥6 ,600 ¥6 ,000

10以上 ¥6 ,300 ¥5 ,728

50以上 ¥6 ,100 ¥5 ,546

ワンポイント ¥5 ,650 ¥5 ,137

無地 ¥4 ,700 ¥4 ,273

5～9 ¥4 ,500 ¥4 ,091

10以上 ¥4 ,200 ¥3 ,819

50以上 ¥4 ,000 ¥3 ,637

ワンポイント ¥3 ,350 ¥3 ,046

無地 ¥2 ,400 ¥2 ,182

5～9 ¥10 ,400 ¥9 ,455

10以上 ¥10 ,100 ¥9 ,182

50以上 ¥9 ,900 ¥9 ,000

ワンポイント ¥9 ,650 ¥8 ,773

無地 ¥8 ,700 ¥7 ,910

マスク/マグカップ/バッグ

MSK_01
50円UP

全面フルカラーマスク ¥1 ,000 ¥910

5～9 ¥2 ,200 ¥2 ,000

10以上 ¥2 ,000 ¥1 ,819

無地 ¥700 ¥637

5～9 ¥2 ,500 ¥2 ,273

10以上 ¥2 ,200 ¥2 ,000

ワンポイント ¥1 ,900 ¥1 ,728

無地 ¥950 ¥864

5～9 ¥2 ,700 ¥2 ,455

10以上 ¥2 ,400 ¥2 ,182

ワンポイント ¥2 ,050 ¥1 ,864

無地 ¥1 ,100 ¥1 ,000

TW_01
100円UP

ハンドタオル ¥2 ,100 ¥1 ,910

TW_02
100円UP

マフラータオル ¥2 ,800 ¥2 ,546

TW_03
100円UP

フェイスタオル ¥2 ,800 ¥2 ,546

TW_04
100円UP

スポーツタオル ¥3 ,400 ¥3 ,091

MC_01 マグカップ ¥2 ,300 ¥2 ,091

OD_01 小 ¥21 ,900 ¥19 ,910

OD_02 中 ¥28 ,900 ¥26 ,273

OD_03 大 ¥35 ,900 ¥32 ,637

OD_04 小 ¥19 ,900 ¥18 ,091

OD_05 中 ¥24 ,900 ¥22 ,637

OD_06 大 ¥29 ,900 ¥27 ,182

追加オプション

NPK_01 追加版 ¥950 ¥864

NPK_03 プリントカラー追加 ¥800 ¥728

NPK_04 アイロンプリント　単色 小 ¥950 ¥864

NPK_05 アイロンプリント　単色 中 ¥1 ,600 ¥1 ,455

NPK_06 アイロンプリント　単色 大 ¥2 ,900 ¥2 ,637

NPK_07 番号T、ﾀｵﾙ､ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ追加 1～4枚 ¥500 ¥455

NPK_10 デザイン追加 ¥2 ,000 ¥1 ,819

NPK_13 横断幕追加 長さ50cm ¥5 ,000 ¥4 ,546

NPK_14 ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ追加ﾌﾟﾘﾝﾄ ¥950 ¥864

NPK_15 少数追加手数料 2～4枚 ¥500 ¥455

NPK_16 少数追加手数料 1枚 ¥3 ,000 ¥2 ,728

NPK_17 ネーム刺繍 ¥950 ¥864

NPK_18 アイロンプリント　ﾌﾙｶﾗｰ 小 ¥1 ,250 ¥1 ,137

NPK_19 アイロンプリント　ﾌﾙｶﾗｰ 中 ¥1 ,900 ¥1 ,728

NPK_20 アイロンプリント　ﾌﾙｶﾗｰ 大 ¥3 ,200 ¥2 ,910

USJ_01

500円UP

ユニバーサル
スタンドジャケット

EB_01

300円UP

イベント
ブルゾン

BC_01

300円UP
ベンチコート

横断幕

（ターポリン/テント）

横断幕
（トロマット/布）

CA_01
100円UP メッシュキャップ

NSB_01
100円UP

ナイロン
シューズバッグ

NLB_01
100円UP

ナイロン
ランドリーバッグ

2022年11月1日以降の価格改定について

日頃は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
さて、このたび誠に心苦しいかぎりではございますが、2022 年11月１日から原料価格などの高騰に伴いまして価格改定をさせていただくことになりました。
つきましては、お客様にはご負担をおかけすることとなり、誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

TEL/0436-42-4095　ファックス /0436-41-3110　E-mail/toi@za-group.com

★新商品

★新商品

★新商品

DSP-01　ドライシルキーポロシャツ
UP-01　ユーティリティポロシャツ
TW-01　ハンドタオル
TW-02　マフラータオル
TW-03　スポーツタオル 

※在庫限り商品

お問合せ・ご注文


