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２０２０年　４月

高等学校ラグビー部　顧問様 　　　　全国高体連ラグビー専門部

　http://www.highschool-rugby.com

１件　２，３００円

⑤スウェットパンツ

ｸﾞﾚｰ　・　ﾌﾞﾗｯｸ　・　ﾈｲﾋﾞｰ

綿52%、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ48%

１件　３，６００円

上記アイテムを申込いただいた金額の一部が都道府県、ブロック、全国の活動費としてそれぞれ還元されます。

ご協力をよろしくお願い致します。

カスタムオーダー料金表 ※各高校名などネーム入れのオプション対応、デザイン作成もお受けします。

プリント型代 11,000円 （1色1型の価格→2色使用すると、2型になります）

プリント加工賃（１～99枚） 　　550円 ２色目からの加工賃は１色につきプラス１００円かかります

　　（100枚以上） 　　440円

刺繍代 ※デザインによって針数が変わります。ご相談の上、御見積します。

型代 20～30枚 31～99枚 100枚以上
Ａ 11,000円

Ｂ 17,050円

Ｃ 22,000円

※以前にお申込いただいた型を使用する場合、型代は不要となります。

カスタムオーダーの追加は１０枚を目安にお申込お願いします。１０枚以下の場合、実費運賃を頂戴致します。

お申込方法

■カスタムオーダー無しの場合

申込書に数量を記入 →　　Ｒ．Ｆ．Ｓ．事務局にＦＡＸまたはメール　　→　お届け日をご連絡　→　お届け（ご請求）→　お振込

■カスタムオーダー有りの場合

申込書にご希望数量 　　　　　　R.F.S.事務局より 　　　　 生産・お届け 　　　お振込

仕様を記入ください R.F.S.にFAX又はメール　 確認のご連絡をします　　 ﾃﾞｻﾞｲﾝ作成　 　（ご請求）

　　　　メールアドレスをお持ちの場合

※お届け時に請求書を郵送します。　　　　デザイン確認のやりとりが便利です

お届け予定 ※カスタムオーダーの場合はデザイン決定時が受付日となります。
　デザイン作成期間　：　約７日（土、日は除きます）

５月１１日（月） お届け日 ６月４日（木）
５月２９日（金） お届け日 ６月１９日（金）

６月２２日（月） お届け日 ７月１６日（木） 6/23以降も受付可能です。
お届け予定は都度ご連絡します。

お問い合せ先　：　Ｒ．Ｆ．Ｓ．事務局　　　　ＴＥＬ：０６－７１６６－００６８　ＦＡＸ：０６－７１６６－００６９

　　　　　〒540-0024大阪市中央区南新町1-2-12　日道ビル６F

　　　　　エヌディーリース・システム株式会社　内

　　　　担当　：　森田・小林 e-mail　：　r.f.s@rugby-try.jp

２０２０年度全国事業ご案内書

種類 ①目指せ花園Tシャツ ②ポロシャツ ③無地Tシャツ

色 紺　・　ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ　・　黒 白　・　紺 全42色

素材 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ50%・綿50% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ50%・綿50% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%

寄附金額 １件　１，９００円 １件１，４００円

5,001～10,000針 500円

10,001針以上

種類 ④パーカー

色 ｸﾞﾚｰ　・　ﾌﾞﾗｯｸ　・　ﾈｲﾋﾞｰ

素材 綿52%、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ48%

寄附金額 １件　３，５００円

加工賃
針数

第１回目締切
第２回目締切

第３回目締切

650円 600円

5,000針以下



別紙ファックスもしくは、メールにてお申し込み下さい。

吸汗・速乾素材使用

吸汗・速乾素材使用

袖口リブ

2020

カスタム
対応可

カスタム
対応可

(cm)

胸囲

身長

S

78〜86

155〜165

80〜96

160〜170

88〜104

170〜180

96〜106

175〜185

101〜111

175〜185

106〜116

180〜190

M L XL XXL 4L

(cm)

胸プリント付

背中（首元）R.F.S.ラバーワッペン付

背中（首元）R.F.S.ラバーワッペン付

カスタムオーダー料金は、別紙参照下さい。

胸や背中にチームマークなどのプリントや刺繍が入れられます。

背中にチームマークなどのプリントが入れられます。

www.rfs-shop.net

￥1,900

￥2,300

各校のカスタムデザインは R.F.S. ショップで紹介中です。

www.highschool-rugby.com

〒540-0024    大阪市中央区南新町 1-2-12日道ビル６階
エヌディーリース・システム(株)  内
TEL : 06-7166-0068      FAX : 06-7166-0069
e-mail : r.f.s @ rugby-try.jp

胸囲

身長

S

78〜86

155〜165

80〜96

160〜170

88〜104

170〜180

96〜106

175〜185

101〜111

175〜185

106〜116

180〜190

M L O XO 4L

(cm)

(cm)

全国高体連ラグビー専門部
R.F.S. 事務局

(４Lなし)

ロイヤル
ブルー

白 紺

黒紺

2020-2021

100TH

HANAZONO

100TH

2020-2021
HANAZONO

100TH

2020-2021
HANAZONO
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背中（首元）R.F.S.ラバーワッペン付

￥3,500

￥3,600

別紙ファックスもしくは、メールにてお申し込み下さい。
カスタムオーダー料金は、別紙参照下さい。

吸水速乾性・紫外線カット素材使用

￥1,400

3

濃色から淡色に加えて、

霜降りカラーも有ります。

カラーは次ページをご覧ください。

(cm)

胸囲

身長

S

78〜86

155〜165

80〜96

160〜170

88〜104

170〜180

96〜106

175〜185

101〜111

175〜185

106〜116

180〜190

M L XL XXL XXXL

(cm)

www.highschool-rugby.com

〒540-0024    大阪市中央区南新町 1-2-12日道ビル６階
エヌディーリース・システム(株)  内
TEL : 06-7166-0068      FAX : 06-7166-0069
e-mail : r.f.s @ rugby-try.jp

全国高体連ラグビー専門部
R.F.S.事務局
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別紙ファックスもしくは、メールにてお申し込み下さい。
カスタムオーダー料金は、別紙参照下さい。

42 色

4

ヘザーカラー：霜降りカラー www.highschool-rugby.com

〒540-0024    大阪市中央区南新町 1-2-12日道ビル６階
エヌディーリース・システム(株)  内
TEL : 06-7166-0068      FAX : 06-7166-0069
e-mail : r.f.s @ rugby-try.jp

全国高体連ラグビー専門部
R.F.S.事務局



5
Ｒ．Ｆ．Ｓ．事務局　行 ２０２０年　　　　　月　　　　日

  FAX　：　０６－７１６６－００６９

学校名

顧問名
※カスタムご利用の場合、アドレスをお持ちであれば記入ください。

ＴＥＬ：　　 ＦＡＸ： E-mail：

アイテム

サイズ 紺 ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ 黒 白 紺

Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ

Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ

Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ

ＸＬ（O） XL ＸＬ ＸＬ

3L（XO）（XXL) XXL XXL XXL

４Ｌ ４Lは無し XXXL

合計

適応サイズは別紙参照ください。 無地Tシャツ、パーカー、スウェットパンツは

ボディのご希望色を別紙より選んで下さい。

　　カスタムオーダー ※学校名等のネーム入れのオプション対応もお受けします。（10枚以上から。10枚以下の場合、実費運賃を頂戴します）

　　いずれかに○をつけて下さい　　　　　　１．希望しない　　　　　２．希望する

■カスタムオーダーアイテム（申込アイテムが複数の場合、○をつけて下さい）

　　　　１．Ｔシャツ ２．ポロシャツ ３．無地Tシャツ

　　　　４．パーカー ５．スウェットパンツ

■ポロシャツ、無地Tシャツの場合の加工

　　いずれかに○をつけてください　　　　　１．プリント（胸　・背中）　　　２．刺繍　　　　 合計　　　　　　ヶ所

■今までにカスタムオーダーで作られた高校

　　いずれかに○をつけてください　　　　　１．前回の型を使用する　　　　　　２．別の型を作成する

以下Ｒ．Ｆ．Ｓ．事務局記入

お申込合計金額　　※お申込後１週間以内に事務局から返信します。返信の無い場合はご一報ください。

アイテム名 枚数 1件 加工代

Tシャツ 1,900

ポロシャツ 2,300 プリント型代  　　　11,000円　× 　　型＝ 円

無地Tシャツ 1,400 プリント加工代 　　　　　　　　　円　× 　　枚＝ 円

パーカー 3,500 刺繍型代 　　　　　　　　　円　× 　　型＝ 円

ｽｳｪｯﾄﾊﾟﾝﾂ 3,600 刺繍加工代 　　　　　　　　　円　× 　　枚＝ 円

運賃

合計

※ご請求書は現品と一緒に送付します。

受注番号 納品予定日　　　　月　　　　日

※本品についてのお申込、お問い合せ先　→　Ｒ．Ｆ．Ｓ．事務局

ＴＥＬ：０６－７１６６－００６８　　　ＦＡＸ：０６－７１６６－００６９
〒540-0024　大阪市中央区南新町1-2-12　日道ビル６F
エヌディーリース・システム株式会社　内
担当：森田・小林 e-mail：r.f.s@rugby-try.jp

合計金額 加工代内訳

２０２０年度全国事業申込書

目指せ花園Tシャツ ポロシャツ 無地Tシャツ パーカー スウェットバンツ

色：　　　　　　　　　　　　 色：　　　　　　　　　　　　 　色：　　　　　　　　　　　　



＊加工箇所や色数、作成数によってお値段が変わります。 *価格はすべて税別です。

＊デザイン・データ作成費・型代もアイテムにより別途必要です。 ＊お気軽にお問い合わせ下さい。　

ノースリーブ（ｼﾝｸﾞﾚｯﾄ） ポンチョ ポロシャツ Ｔシャツ

表現自由な昇華プリント 高機能タイプ￥8,000 　無地￥2,300 Tシャツ　無地 ￥1,400
\3,500　30枚以上 20枚以上・納期は都度 ＊オリジナル加工代別 10枚以上
＊データ作成費別途 ＊オリジナル加工代別 カラー、切替は選べます ＊オリジナル加工代別

ダウンコート スエット類 ブルゾン類 ガラス盾 ネクタイ

ダウンコート￥15,500～ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ、ｼﾙｸ素材
納期1.5ヶ月～２ヶ月 パーカー￥3,500～ イベントジャケット￥1,800～　ガラス盾￥4,000 50本以上　
フリースの色が選べます。 スエットパンツ　￥3,600～ ＊オリジナル加工代別 　10枚以上 都度お見積りします。

帽子・キャップ タオルマフラー・タオル類 ニット膝掛け ニットマフラー フリースネックウォーマー

50個以上　￥760～ ﾀｵﾙﾏﾌﾗｰ100枚￥850～ 　生産目安50枚 50枚から生産　\2,780～ 昇華プリント生地との組合せ

（型代別） ｽﾎﾟｰﾂﾀｵﾙ100枚￥1,200～　\3,810～（裏：ﾌﾘｰｽ付） 納期約40日 30枚以上　1,350円／枚
横断幕 リュック エナメルバッグ ドラムバッグ　 ターポリンバッグ

大A：￥6,500　B：￥6,800

￥17,200～ 1ｹ所ﾌﾟﾘﾝﾄ　中　\7,000～ ﾐﾆ:1ｹ所ﾌﾟﾘﾝﾄ ￥3,500～ 2箇所ﾌﾟﾘﾝﾄ￥7,430 1ｹ所ﾌﾟﾘﾝﾄ￥4,500～　

20個以上（型代別） 20個以上～（型代別） 20個以上（型代別） 20個以上（型代別）

★ボール型キーホルダー ★ラバーベアキーホルダー ★　アクリルプレート ★　ファスナーヘッド ★　  ラバーストラップ

50個以上　\2,000 50個以上　\900 50個以上　￥770～ 50個以上￥780 50個以上￥850
デザインごとに見積ります。 無地ボール付 無地ボール付
★ボール型リフレクター ★　　バッグタグ パスケース ネクタイピン・ピンバッチ ワンタッチテント

50個以上￥1,150 50個以上　￥910 50個以上 100個以上 総アルミタイプ　￥141,500
デザインごとに見積ります。 デザインごとに見積ります。 240×480ｃｍ・1ケ所プリント

★ のついたアイテムは、複数チーム合計での申込みも可。

※お問い合せ先　：　Ｒ．Ｆ．Ｓ．事務局 540-0024　大阪市中央区南新町1-2-12　日道ビル6F

全国高体連ラグビー専門部事務局代行 ＴＥＬ：　０６－７１６６－００６８
エヌディーリース・システム株式会社 ＦＡＸ：　０６－７１６６－００６９

e-mail：　r.f.s@rugby-try.jp
2020.4売上の一部が高校ラグビーの活動費として青少年健全育成に役立てられます。

　応援グッズ、ＯＢ会記念品や卒業記念品にどうぞ

チームオリジナルグッズ

　詳しくはホームページ　http://www.ｒｆ.s-shop.netをご覧ください。
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