
【　スウェット　】　価格表　（スウェット＋プリント1箇所（1色）＋消費税）　※　版1版（1色）分サービス

標準

Jr.サイズ

1色あたり

定価

100～
 150枚

80～99
枚

70～79
枚

60～69
枚

50～59
枚

40～49
枚

30～39
枚

20～29
枚

15～19
枚

10～14
枚

※　上記金額は同一原稿、同一色の価格となります。

※　納期は、原稿決定後約2週間ですが、お急ぎの場合はご相談ください。

※　標準最大プリントサイズは、約A3サイズ(300×420mm)ですが、プリント位置や方法によって異なりますのでご確認ください。

※　特色プリントにつきましては、1箇所に付き上記金額に対してゴールド・シルバー・蛍光色は＋100円、さらにラメの場合は＋100円となります。

 ～　その他、お気軽にご相談ください。　～ 2015.1改訂

シリーズ（セットアップ対応）

¥800¥3,300 ¥3,000 ¥3,150 ¥3,650 ¥4,000 ¥4,050¥3,800 ¥3,200 ¥3,100¥3,550 ¥3,950 ¥4,000 ¥3,350 ¥3,550 ¥3,950

¥3,100 ¥3,600 ¥3,000

¥3,300

¥3,850 ¥600¥2,900 ¥3,100 ¥2,800 ¥2,950 ¥3,450 ¥3,800¥3,350 ¥3,750 ¥3,800 ¥3,150 ¥3,350

¥480

¥3,750

¥2,700 ¥2,850 ¥3,350 ¥3,700 ¥3,750¥3,250 ¥3,650 ¥3,700 ¥3,050 ¥3,250 ¥3,650 ¥3,000 ¥3,500 ¥2,900 ¥2,800 ¥3,000

¥3,550 ¥430¥2,600 ¥2,800 ¥2,500 ¥2,650 ¥3,150 ¥3,500¥3,450 ¥2,800 ¥3,300 ¥2,700¥3,050 ¥3,450 ¥3,500 ¥2,850 ¥3,050

¥380¥2,700 ¥2,400 ¥2,550 ¥3,050 ¥3,400 ¥3,450¥2,700 ¥3,200 ¥2,600 ¥2,500¥2,950

¥3,250 ¥350¥2,300 ¥2,500 ¥2,200 ¥2,350 ¥2,850 ¥3,200

¥3,350 ¥3,400 ¥2,750 ¥2,950 ¥3,350

¥3,150 ¥2,500 ¥3,000 ¥2,400¥2,750 ¥3,150 ¥3,200 ¥2,550 ¥2,750

¥320¥2,400 ¥2,100 ¥2,250 ¥2,750 ¥3,100 ¥3,150¥2,400 ¥2,900 ¥2,300 ¥2,200¥2,650

¥3,050 ¥300¥2,100 ¥2,300 ¥2,000 ¥2,150 ¥2,650 ¥3,000

¥3,050 ¥3,100 ¥2,450 ¥2,650 ¥3,050

¥2,950 ¥2,300 ¥2,800 ¥2,200¥2,550 ¥2,950 ¥3,000 ¥2,350 ¥2,550

¥280¥2,200 ¥1,900 ¥2,050 ¥2,550 ¥2,900 ¥2,950¥2,200 ¥2,700 ¥2,100 ¥2,000¥2,450 ¥2,850 ¥2,900 ¥2,250 ¥2,450 ¥2,850

¥2,850 ¥260¥2,600 ¥2,000 ¥1,900 ¥2,100 ¥1,800 ¥1,950¥2,350 ¥2,750 ¥2,800 ¥2,150 ¥2,350 ¥2,750 ¥2,100

¥2,900 ¥2,200

¥2,450 ¥2,800

XXXLは+¥200

¥2,500 ¥3,000 ¥3,700 ¥3,800¥3,000 ¥3,800 ¥2,600 ¥2,400¥3,300 ¥4,000 ¥4,300 ¥2,850 ¥3,300 ¥4,000

XXXLは+¥500
XXXL+￥700

XXXXL+￥1,000

XXLは+¥100XXLは+¥100 XXLは+¥100
大サイズ

XXLは+￥400 XXLは+￥400 XXLは+￥400 XXLは+￥400

JS～JL-￥100120～150は-￥100

XXLは+¥100 XXLは+¥100 XXLは+¥100 XXLは+¥200XXLは+¥400 XXLは+¥400 XXLは+¥300 XXLは+¥300

110～150は-¥100 110～150は-￥100 110～150は-¥100 150は-¥100 150は-¥100 140・150は-￥100

XS～XLS～XLS～XL XS～XL XS～XL XS～XL

140・150は-￥100 110～150は-￥100 110～150は-￥100

S～XL S～XL S～XL S～XL S～XL

厚（裏起毛） 厚（ﾊﾟｲﾙ） 厚（ﾊﾟｲﾙ） 中厚（裏起毛）厚（ﾊﾟｲﾙ） 厚（ﾊﾟｲﾙ）

WM～XL WM～XL S～XL S～XL S～XL

厚（ﾊﾟｲﾙ） 厚（ﾊﾟｲﾙ） 厚（ﾊﾟｲﾙ） 厚（ﾊﾟｲﾙ） 厚（裏起毛） 厚（裏起毛）

7.0オンス8.4オンス 8.4オンス 10.0オンス 10.0オンス10.0オンス 9.7オンス 9.7オンス 9.7オンス

厚（ﾊﾟｲﾙ） 厚（ﾊﾟｲﾙ） 厚（ﾊﾟｲﾙ） 厚（裏起毛）
生地厚

10.0オンス 10.0オンス 10.0オンス 10.0オンス 10.0オンス

綿70％ﾎﾟﾘ30％ 綿70％ﾎﾟﾘ30％ 綿100％ 綿100％ 綿59％ﾎﾟﾘ24％ﾚｰﾖﾝ17％綿100％ 綿100％ 綿100％ 綿100％ 綿100％

8.4オンス 8.4オンス

綿100％ 綿100％ 綿100％ 綿100％ 綿100％ 綿100％

13色 4色 4色 9色 9色 4色16色 16色 16色 10色 11色 11色

ﾄﾚｰﾅｰ ｽｳｪｯﾄﾊﾟﾝﾂ ｽｳｪｯﾄﾊｰﾌﾊﾟﾝﾂｽｳｪｯﾄ ﾊﾟﾝﾂ ﾊﾟﾝﾂ ｽｳｪｯﾄ ｽｳｪｯﾄ ﾊﾟﾝﾂ

8色 8色 8色

1箇所
（又は1
色）増し

毎に

ﾊﾟﾝﾂ ｽｳｪｯﾄｼｬﾂ ｽｳｪｯﾄﾊﾟﾝﾂ ｸｰﾙﾈｯｸｽｳｪｯﾄﾄﾚｰﾅｰ ﾊﾟﾝﾂ ﾄﾚｰﾅｰ

13色

ﾗｲﾄｳｪｲﾄ 裏起毛 裏起毛 ﾚｷﾞｭﾗｰｳｪｲﾄ ﾚｷﾞｭﾗｰｳｪｲﾄ ﾄﾗｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞｽﾀﾝﾀﾞｰﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄ ｸｰﾙﾈｯｸﾗｲﾄｸｰﾙﾈｯｸ ｽｳｪｯﾄ ﾙｰｽﾞｽｳｪｯﾄ ｸｰﾙﾈｯｸ CVCｸｰﾙﾈｯｸ T/Cｽｳｪｯﾄ

SW2210 SA7200 TRW-139186-NSP 187-NHP 219-MLC 218-MLP 240-CFT 243-CFP5044 5017 5037 5728 5928 5624 183-NSC

Jellan Printstar Printstar Canvas Canvas CanvasPrintstar Printstar Printstar Jellan

シリーズ 在庫限りシリーズ

1枚あたり

United　Athle United　Athle United　Athle United　Athle United　Athle United　Athle

裏起毛

柔らかな風合

パイル

シリーズ シリーズ

パイル

価格がﾘｰｽﾞﾅﾌﾞﾙ

裏起毛 パイル

シリーズ

裏起毛

追加の
場合


