
半袖 Tシャツ見積りシート（お客様記入用）
・・・制作ご予定の T シャツの詳細をご記入ください。①本体色・サイズ・枚数について

②プリントの位置 ・・・プリントの位置を選択してください。

③プリントの種類と使用色数

半袖 T シャツ
Printstar 00085-CVT

例

本体色 サイズ 枚数

枚

枚

枚

枚

S・M・L・XL

S・M・L・XL

S・M・L・XL

S・M・L・XL

①

②

③

001 ホワイト ○ 100

001 ホワイト
044 アッシュ
003 杢グレー
129 チャコール
005 ブラック
132 ライトピンク
191 ピーチ
011 ピンク
146 ホットピンク
200 ディープパープル

190 ライトサーモン
192 ディープオレンジ
169 イタリアンレッド
010 レッド
168 チョコレート
189 ライトオレンジ
077 ゴールドイエロー
170 コーラルオレンジ
015 オレンジ
112 バーガンディ

106 ナチュラル
134 ライトイエロー
020 イエロー
165 デイジー
021 マスタード
024 ライトグリーン
155 ライム
194 ブライトグリーン
025 グリーン
193 ディープグリーン

195 アイスグリーン
095 アクア
196 ミント
197 ピーコックグリーン
442 エメラルド
133 ライトブルー
199 シーブルー
034 ターコイズ
198 ミディアムブルー
032 ロイヤルブルー

188 ライトパープル
019 ラベンダー
014 パープル
171 ジャパンブルー
031 ネイビー
153 シルバーグレー
128 オリーブ
109 デニム
131 フォレスト
167 メトロブルー

T シャツの本体色を下記より選択してください。（左部のカラーはおおよそのイメージです。）

□全面 □中央 □腕（左） □中央 + 腕（左）

□全面 □中央 □首元

□なし

□なし

※フルカラー
（インクジェットプリント）のみ

④入稿予定日・納品希望日 ※基本的にデザイン校了後、14 営業日以内の発送になります。

入稿予定日 納品希望日

・・・プリントの種類と色数選択してください。

□ シルクスクリーンプリント…使用色数【 1 色・2 色・3 色 】

□ インクジェットプリント…※使用色はフルカラーになります。

□腕（右） □中央 + 腕（右）

※フルカラー
（インクジェットプリント）のみ

□中央 + 首元

表

裏

2 色

5 色以上 (          色 )
4 色
3 色

プリントの色替え
同じデザインで色違いのものを作成したい
場合、色違いの数をご記入ください。

※シルクスクリーンプリントのみ ※シルクスクリーンプリントのみ

※４色以上ご使用の際は、インクジェットプリントとなります。



こちらの PDF にご記入後、データをメールにて返送をお願い致します。
PDF 上に直接書き込んでいただいても、印刷物に記入してスキャンしたものをご返送いただいても構いません。

▶PDF データへの書き込み方について

⑥ご連絡先情報

法人名

氏名（必須） ふりがな（必須）

住所 ( 必須 )

電話番号( 必須 ) メールアドレス ( 必須 )

⑦発送先情報

法人名

氏名（必須） ふりがな（必須）

住所 ( 必須 )

電話番号( 必須 )

・・・商品の発送先が⑥と異なる場合は、ご記入をお願いします。

・T シャツはメーカーの在庫次第になり、ご希望数ご用意できない可能性がございます。予めご了承ください。
・基本的にデザイン校了後、14 営業日以内の発送になります。お急ぎの方はご相談ください。枚数や工場の混雑状況によっては納期が変動致します。
・デザイン内容によって価格が変動する可能性がございます。より正確な見積もりをご希望の方は、デザインデータを同封してお送りください。
・プリントの製法により、ボディが 1cm 前後収縮する可能性がございます。予めご了承ください。
・納品形態は裸納品（何にも入れない状態）になります。OPP 個別包装（¥50/ 枚）をご希望の場合は予めお知らせください。
・ご入稿後に、お支払いに関する情報をお送りいたしますので、期限までにお支払いをお願い致します。お支払いが確認されない場合、
　制作が中断される可能性があります。

必ずご確認ください !!

お見積りシート記入・返送について

●MAC：PDF データを開く > 左上「ツール」>「注釈」>「テキスト」よりテキストの書き込みが可能です。

●Windows：下記のフリーソフトをダウンロードしていただき、そのアプリケーションでテキストの書き込みが可能です。

PDF-XChange Viewer http://www.vector.co.jp/soft/winnt/writing/se492489.html

かんたん PDF EDIT http://www.vector.co.jp/soft/winnt/writing/se487286.html

Foxit J-Reader 8.0 https://www.foxit.co.jp/products/foxit-reader

※北海道、沖縄、離島などは別途運賃となり運送にも時間がかかります。

⑤その他要望 ・・・要望等があればご記入ください。



半袖 T シャツ見積りシート記入例

×200 合計 400 枚×200

②プリントの位置 ・・・プリントの位置を選択してください。

③プリントの種類と使用色数

□全面 □中央 □腕（左） □中央 + 腕（左）

□全面 □中央 □首元

□なし

□なし

※フルカラー
（インクジェットプリント）のみ

・・・プリントの種類と色数選択してください。

□ シルクスクリーンプリント…使用色数【 1 色・2 色・3 色 】

□ インクジェットプリント…※使用色はフルカラーになります。

□腕（右） □中央 + 腕（右）

※フルカラー
（インクジェットプリント）のみ

□中央 + 首元

表

裏

※「【表】中央【裏】首元の 2 箇所にプリント」「シルクスクリーンプリント・色数 1 色」の色違い 2 色を 200 枚ずつ、合計 400 枚見積もる場合

・・・制作ご予定の T シャツの詳細をご記入ください。①本体色・サイズ・枚数について

半袖 T シャツ
Printstar 00085-CVT

例

本体色 サイズ 枚数

枚

枚

枚

枚

S・M・L・XL

S・M・L・XL

S・M・L・XL

S・M・L・XL

①

②

③

001 ホワイト ○ 100

001 ホワイト
044 アッシュ
003 杢グレー
129 チャコール
005 ブラック
132 ライトピンク
191 ピーチ
011 ピンク
146 ホットピンク
200 ディープパープル

190 ライトサーモン
192 ディープオレンジ
169 イタリアンレッド
010 レッド
168 チョコレート
189 ライトオレンジ
077 ゴールドイエロー
170 コーラルオレンジ
015 オレンジ
112 バーガンディ

106 ナチュラル
134 ライトイエロー
020 イエロー
165 デイジー
021 マスタード
024 ライトグリーン
155 ライム
194 ブライトグリーン
025 グリーン
193 ディープグリーン

195 アイスグリーン
095 アクア
196 ミント
197 ピーコックグリーン
442 エメラルド
133 ライトブルー
199 シーブルー
034 ターコイズ
198 ミディアムブルー
032 ロイヤルブルー

188 ライトパープル
019 ラベンダー
014 パープル
171 ジャパンブルー
031 ネイビー
153 シルバーグレー
128 オリーブ
109 デニム
131 フォレスト
167 メトロブルー

T シャツの本体色を下記より選択してください。（左部のカラーはおおよそのイメージです。）

2 色

5 色以上 (          色 )
4 色
3 色

プリントの色替え
同じデザインでプリントの色違いのものを
作成したい場合、色違いの数をご記入ください。

表 裏 表 裏

001 ホワイト ○ 200

S サイズ Mサイズ

005 ブラック ○ 200

○

○

○

○ ○

※シルクスクリーンプリントのみ ※シルクスクリーンプリントのみ

※４色以上ご使用の際は、インクジェットプリントとなります。



●注文取り消しについて
・入稿後のお客様ご都合でのキャンセルは、原則お受けできませんので、予めご了承ください。

●返品・交換について
・完全受注生産品のため、以下に該当するお客様ご都合による商品の返品・交換には対応しておりません。予めご了承ください。
　▶商品のイメージが違う、という理由での返品・交換。
　▶サイズや色、デザイン等の選択（注文）を間違えた、という理由での返品・交換。
　▶開梱済みの商品の返品・交換。
　▶商品お届け後に、破損や汚れが生じた商品の返品・交換。

※不良品 ( 商品が汚れていた、穴が空いていた等 ) や商品違いなど、納品した商品に弊社不手際による不備がある場合、納品日より 7 日以内にお申し出下さい。
また納品日より 7 日を過ぎたお申し出に関しても一切責任を負いかねます。

●トラブルについて
・予期せぬデータ破損や製造過程におけるトラブル等で商品のお届けが遅れた場合でも、一切責任を負いかねます。
　発売日等、絶対的な納期が有る場合は、余裕を持ってデータ入稿をお勧め致します。
・税関上のトラブル（輸入不可、遅延、気象問題、紛争）などに関し一切責任を負いかねます。
・運送会社の指定は受け付けておりません。運送に関してのトラブルは、運送会社の責任となりその運送会社の保証範囲内での対応になります。
　また、遅延に伴う損害の補償などに関し一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

●著作権、肖像権、商標権について
・画像やイラスト・キャラクターなどの著作物に関して、その権利保有者の許可を得ずに無断使用する行為は、著作権を侵害する行為となり、法律で禁止されています。
　その為、弊社では著作物や肖像権、商標登録のあるデザインに関しましては、その関係者以外からのご依頼は基本的にお断りさせていただいております。
　尚、弊社ではこれらについて厳密に判別・確認することができませんので、ご依頼前にお客様ご自身でお調べいただきますようお願い致します。
　万一、依頼いただいたデザイン・加工が著作権、肖像権、商標登録その他の権利に関わる場合でも、弊社は一切の責任を負いかねます。

　例外として、権利保有者の許諾を得ている場合や、著作権保有者などの許諾なく利用可能な場合に限り、ご依頼を承ることが可能です。

■利用規約

企業使用欄

インクジェットプリント
濃色 T 白引き 2 回


