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GAME SHIRT&PANTS GOAL KEEPER WEAR

SOCKS

BACK

FT3003 ゲームシャツ
¥3,300（本体価格￥3,000）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%

FT3004 JRゲームシャツ
¥3,190（本体価格￥2,900）
【サイズ】		 130・140・150・160
【素 材 】	 ポリエステル100%

（0100）ホワイト

（4100）イエロー

（0200）グレー （2100）ブルー （2200）サックス （3100）グリーン

（7100）レッド（6100）オレンジ

吸汗・速乾 吸汗・速乾

吸汗・速乾

通気性 通気性

通気性
FT3005 ゲームパンツ
¥2,970（本体価格￥2,700）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%	

FT3006 JRゲームパンツ
¥2,860（本体価格￥2,600）
【サイズ】		 130・140・150・160
【素 材 】	 ポリエステル100%

（0100）ホワイト

（0200）グレー （1100）ネイビー （2100）ブルー （7100）レッド

BACK

（0500）ブラック

この商品には、汗をすばやく吸収し拡散
する機能をもつ生地を使用しています。
肌面に汗を感じさせず、生地のまとわり
つき、ベトつきがなく快適です。

FT5982 ゴールキーパー3点セット
¥9,900（本体価格￥9,000）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
	 	 	 (ストッキングサイズ：25cm-27cm)
【素 材 】	 ポリエステル100%	

FT5985 JRゴールキーパー3点セット
¥9,350（本体価格￥8,500）
【サイズ】		 140・150・160
	 	 	 (ストッキングサイズ：22cm-24cm)
【素 材 】	 ポリエステル100%	

（0200）グレー

（3100）グリーン

（4100）イエロー

パット付き

日本製

FT5155 ストッキング
¥1,980（本体価格￥1,800）
【サイズ】		 19〜21cm・22〜24cm・25〜27cm
【素 材 】	 ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン

FT5185 ストッキング
¥2,420（本体価格￥2,200）
【サイズ】		 28〜30cm
【素 材 】	 ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン

（0200）グレー（0100）ホワイト （0500）ブラック （1100）ネイビー （2100）ブルー （2200）サックス （3100）グリーン （3600）ライム （4100）イエロー （6100）オレンジ （7100）レッド （7200）ピンク
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INNER WEAR
FT5151 Vネック長袖インナーシャツ
¥3,850（本体価格￥3,500）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ナイロン80%、ポリウレタン20％	

FT5152 JRVネック長袖インナーシャツ
¥3,850（本体価格￥3,500）
【サイズ】		 130・140・150・160
【素 材 】	 ナイロン80%、ポリウレタン20％	

※（0100）・（2200）・（3600）・（5100）・（7300）はポリエステル80％	ポリウレタン20％

（0100）
ホワイト

（0100）ホワイト

（0100）
ホワイト

（0100）
ホワイト

（1100）
ネイビー

（1100）
ネイビー

（1100）
ネイビー

（3100）
グリーン

（3100）グリーン

（3100）
グリーン

（3100）
グリーン

（0300）
シルバー

（0300）シルバー

（0300）
シルバー

（0300）
シルバー

（3600）
ライムグリーン

（3600）
ライムグリーン

（3600）
ライムグリーン

（5100）
エンジ

（5100）
エンジ

（5100）
エンジ

（6100）
オレンジ

（6100）オレンジ

（6100）
オレンジ

（6100）
オレンジ

（7100）
レッド

（7100）レッド

（7100）
レッド

（7100）
レッド

（7200）
ピンク

（7200）
ピンク

（7200）
ピンク

（7300）
ライトピンク

（7300）
ライトピンク

（7300）
ライトピンク

（8100）
パープル

（8100）
パープル

（8100）
パープル

（0500）
ブラック

（0500）ブラック

（0500）
ブラック

（0500）
ブラック

（2100）
ブルー

（2100）ブルー

（2100）
ブルー

（2100）
ブルー

（2200）
サックス

（2200）サックス

（2200）
サックス

（2200）
サックス

（4100）
イエロー

（4100）イエロー

（4100）
イエロー

（4100）
イエロー

■在庫定番品（欠品時には、数ヶ月かかることがあります。）

FT6113 ハイネックインナーシャツ
¥3,850（本体価格￥3,500）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO

FT6114 ロングスパッツ
¥3,850（本体価格￥3,500）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO

FT6115 ショートスパッツ
¥3,190（本体価格￥2,900）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO

FT6157 JRロングスパッツ
¥3,850（本体価格￥3,500）
【サイズ】		 130・140・150・160

FT6158 JRショートスパッツ
¥3,190（本体価格￥2,900）
【サイズ】		 130・140・150・160

FT6156 JRハイネックインナーシャツ
¥3,850（本体価格￥3,500）
【サイズ】		 130・140・150・160

■受注生産（1枚から受付可能で納期は4週間程度）

FT5142 ストレッチ半袖シャツ
¥3,520（本体価格￥3,200）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO

FT5143 JRストレッチ半袖シャツ
¥3,520（本体価格￥3,200）
【サイズ】		 130・140・150・160

FT5140 ストレッチノースリーブシャツ
¥3,300（本体価格￥3,000）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO

FT5141 JRストレッチノースリーブシャツ
¥3,300（本体価格￥3,000）
【サイズ】		 130・140・150・160

INNER WEAR

（001）
ホワイト

（001）
ホワイト

（001）
ホワイト

（001）ホワイト

（001）ホワイト

（001）
ホワイト

（001）
ホワイト

（011）
ネイビー

（011）
ネイビー

（011）
ネイビー

（011）ネイビー

（011）ネイビー

（011）
ネイビー

（011）
ネイビー

（031）
グリーン

（031）
グリーン

（031）
グリーン

（031）グリーン

（031）グリーン

（031）
グリーン

（031）
グリーン

（036）
ライムグリーン

（036）
ライムグリーン

（036）
ライムグリーン

（036）
ライムグリーン

（036）
ライムグリーン

（002）
シルバー

（002）
シルバー

（002）
シルバー

（002）
シルバー

（002）
シルバー

（051）
エンジ

（051）
エンジ

（051）
エンジ

（051）
エンジ

（051）
エンジ

（061）
オレンジ

（061）
オレンジ

（061）
オレンジ

（061）オレンジ

（061）オレンジ

（061）
オレンジ

（061）
オレンジ

（071）
レッド

（071）
レッド

（071）
レッド

（071）レッド

（071）レッド

（071）
レッド

（071）
レッド

（072）
ピンク

（072）
ピンク

（072）
ピンク

（072）
ピンク

（073）
ライトピンク

（073）
ライトピンク

（073）
ライトピンク

（081）
パープル

（081）
パープル

（081）
パープル

（081）
パープル

（081）
パープル

（005）
ブラック

（005）
ブラック

（005）
ブラック

（005）ブラック

（005）ブラック

（005）
ブラック

（005）
ブラック

（021）
ロイヤルブルー

（021）
ロイヤルブルー

（021）
ロイヤルブルー

（021）ロイヤルブルー

（021）ロイヤルブルー

（021）
ロイヤルブルー

（021）
ロイヤルブルー

（022）
サックス

（022）
サックス

（022）
サックス

（022）サックス

（022）サックス

（022）
サックス

（022）
サックス

（041）
イエロー

（041）
イエロー

（041）
イエロー

（041）イエロー

（041）イエロー

（041）
イエロー

（041）
イエロー

FTW7027 ハイネックインナーシャツ
¥2,750（本体価格￥2,500）
【サイズ】		 S・M・L・O
【素 材 】	 ポリエステル90%、ポリウレタン10％	

FTW7029 ロングスパッツ
¥2,750（本体価格￥2,500）
【サイズ】		 S・M・L・O
【素 材 】	 ポリエステル90%、ポリウレタン10％	

FTW7033 ノースリーブメッシュインナーシャツ（ノンフィット型）
¥1,650（本体価格￥1,500）
【サイズ】		 S・M・L・O
【素 材 】	 ポリエステル100%	

FTW7031 ショートスパッツ
¥2,530（本体価格￥2,300）
【サイズ】		 S・M・L・O
【素 材 】	 ポリエステル90%、ポリウレタン10％

FTW7032 JRショートスパッツ
¥2,530（本体価格￥2,300）
【サイズ】		 130・140・150・160
【素 材 】	 ポリエステル90%、ポリウレタン10％

FTW7034 JRノースリーブメッシュインナーシャツ（ノンフィット型）
¥1,650（本体価格￥1,500）
【サイズ】		 130・140・150・160
【素 材 】	 ポリエステル100%	

FTW7030 JRロングスパッツ
¥2,750（本体価格￥2,500）
【サイズ】		 130・140・150・160
【素 材 】	 ポリエステル90%、ポリウレタン10％	

FTW7028 JRハイネックインナーシャツ
¥2,750（本体価格￥2,500）
【サイズ】		 130・140・150・160
【素 材 】	 ポリエステル90%、ポリウレタン10％	

FT5997 ストレッチ長袖クルーネックアンダーシャツ
¥3,190（本体価格￥2,900）
【サイズ】		 S・M・L・O
【素 材 】	 ポリエステル90%、ポリウレタン10％	
	 	 	 フラットシーマ仕様	

FT5998 JR ストレッチ長袖クルーネックアンダーシャツ
¥3,190（本体価格￥2,900）
【サイズ】		 130・140・150・160
【素 材 】	 ポリエステル90%、ポリウレタン10％
	 	 	 フラットシーマ仕様	

※フラットシーマ
縫い目がフラットな４本針ミシンを使い縫製しており縫い目が平なため、とても快適な着心地になっております。

日本製
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TRAINING WEARPRACTICE SHIRT&PANTS
FT3007 プラクティスシャツ
¥3,740（本体価格￥3,400）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%

（0100）ホワイト （0500）ブラック （1100）ネイビー（0200）グレーBACK

FT3008 プラクティスパンツ
¥3,520（本体価格￥3,200）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%	

（0500）ブラック（1100）ネイビー BACKBACK

吸汗・速乾

吸汗・速乾

通気性

通気性

FT3009  トレーニングジャケット
¥8,580（本体価格￥7,800）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%

FT3011  トレーニングパンツ
¥6,380（本体価格￥5,800）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%

FT3010  JRトレーニングジャケット
¥7,920（本体価格￥7,200）
【サイズ】		 130・140・150・160
【素 材 】	 ポリエステル100%

FT3012  JRトレーニングパンツ
¥5,720（本体価格￥5,200）
【サイズ】		 130・140・150・160
【素 材 】	 ポリエステル100%

（0500）ブラック

（0500）ブラック

BACK

BACK

BACK

（1100）ネイビー

（1100）ネイビー

（7100）レッド（2100）ブルー

吸汗・速乾

吸汗・速乾

通気性

通気性

ストレッチ

ストレッチ

FT3013 ハーフパンツ
￥4,400（本体価格￥4,000）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%	

FT3014 JRハーフパンツ
￥4,070（本体価格￥3,700）
【サイズ】		 130・140・150・160
【素 材 】	 ポリエステル100%	

（1100）ネイビー BACK

（0500）ブラック BACK

吸汗・速乾 通気性

FT5156 ベーシックロゴTシャツ
¥3,080（本体価格￥2,800）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%	

FT5996 JRベーシックロゴTシャツ
¥2,970（本体価格￥2,700）
【サイズ】		 130・140・150・160
【素 材 】	 ポリエステル100%	

（0200）グレー
（0500）ブラック （1100）ネイビー

BACK

吸汗・速乾 通気性

FT5139 ドライポロシャツ
¥3,850（本体価格￥3,500）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%

（0500）ブラック （1100）ネイビー（0100）ホワイト

吸汗・速乾 通気性

ポケット付き
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OUTER WEARPISTE &PANTS

FT3017 ピステパンツ
¥6,050（本体価格￥5,500）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%（裏地なし）

FT3018 JRピステパンツ
¥5,280（本体価格￥4,800）
【サイズ】		 130・140・150
【素 材 】	 ポリエステル100%（裏地なし）	

（0500）ブラック

（1100）ネイビー

BACK

BACK

FT3015 ピステトップ
¥6,380（本体価格￥5,800）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%（裏地なし）	

FT3016 JRピステトップ
¥5,500（本体価格￥5,000）
【サイズ】		 130・140・150
【素 材 】	 ポリエステル100%（裏地なし）	

（0500）ブラック

（1100）ネイビー

BACK

BACK

FT5430 ピステスーツ
¥9,350（本体価格￥8,500）
【サイズ】		 SS・S-M・L-O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%、裏地：トリコット起毛	

（005）ブラック×ゴールド

（0500）ブラック×ホワイト

（0500）ブラック×ホワイト

（011）ネイビー×シルバー

（1100）ネイビー×ホワイト

（1100）ネイビー×ホワイト

BACK BACK

この商品には素材の風合
と通気性を重視した撥水
加工（水をはじきやすい）
を施してあります。

FT5189 ウインドブレーカージャケット
¥8,250（本体価格￥7,500）
【サイズ】		 SS・S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%、裏地：トリコット起毛

FT5190 ウインドブレーカーパンツ
¥5,500（本体価格￥5,000）
【サイズ】		 SS・S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%、裏地：トリコット起毛

再帰反射

（0572）ブラック×ピンク

※再帰反射
再帰性反射（光が光源方向に反射する
特性）機能を持つ素材を貼り付けており、
夜間の視認性に優れています。

◇	ウェアサイズ対応表
サイズ SS S M L O XO
身長（cm) 157-163 162-168 167-173 172-178 177-183 182-188
胸囲（cm） 80-88 84-92 88-96 92-100 96-104 100-108
胴囲（cm） 66-74 70-78 74-82 78-86 82-90 86-94

◇	JRウェアサイズ対応表
サイズ 130 140 150 160
身長（cm) 125-135 135-145 145-155 155-165
胸囲（cm） 61-67 64-72 70-78 76-84
胴囲（cm） 54-58 57-63 61-67 64-72

再帰反射

BACK

FT5999 ボアコート
¥10,780（本体価格￥9,800）
【サイズ】		 SS・S-M・L-O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%

（0500）ブラック （1100）ネイビー
BACK

◇	FT5999ウェアサイズ対応表
サイズ SS SーM LーO XO
着丈 107 113 116 119
身幅 61 65 67 71

防風

防風

防風

防風

防風

防風

ストレッチ

ストレッチ

撥水

撥水

撥水

撥水

撥水

撥水
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OUTER WEAROUTER WEAR

（0500）ブラック

BACK

FT5134 中綿ハーフコート
¥11,000（本体価格￥10,000）
【サイズ】		 S-M・L-O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%

FT5199 ダウンジャケット
¥19,800（本体価格￥18,000）
【サイズ】		 S-M・L-O・XO
【素 材 】	 ダウン80%	フェザー20%

FT5186 ダウンコート
¥22,000（本体価格￥20,000）
【サイズ】		 S-M・L-O・XO
【素 材 】	 ダウン80%	フェザー20%

FT5198 JRダウンコート
¥22,000（本体価格￥20,000）
【サイズ】		 JF
【素 材 】	 ダウン80%	フェザー20%

（0500）ブラック

（0500）ブラック

（1100）ネイビー BACK

刺繍ロゴ

◇	FT5134ウェアサイズ対応表
サイズ SーM LーO XO
着丈 89 92 95
身幅 65 67 71

◇	FT5199ウェアサイズ対応表
サイズ SーM LーO XO
着丈 90 93 96
身幅 65 68 71

BACK

BACK

刺繍ロゴ

FT3020 JRボンディングジャケット
¥8,580（本体価格￥7,800）
【サイズ】		 130・140・150
【素 材 】	 ポリエステル100%（ボンディング裏起毛）

FT3019 ボンディングジャケット
¥9,350（本体価格￥8,500）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%（ボンディング裏起毛）

FT3021 ボンディングパンツ
¥7,150（本体価格￥6,500）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%（ボンディング裏起毛）

FT3022 JRボンディングパンツ
¥6,600（本体価格￥6,000）
【サイズ】		 130・140・150
【素 材 】	 ポリエステル100%（ボンディング裏起毛）

（0500）ブラック

（0200）グレー

BACK

BACK

BACK（0500）ブラック

※ボンディング
２枚の布地を貼り合わせ布地を厚くすることで保温
性を高めるメリットがある事や、ボンディングの独特
な張り感により、形崩れを防ぐだけではなくシワにな
りにくくさせるメリットがあります。

防風

防風

防風

撥水

撥水

撥水

防風

防風

ストレッチ

ストレッチ

撥水

撥水

◇	FT5186,FT5198ウェアサイズ対応表
サイズ JF SーM LーO XO
身幅 61 65 68 71
着丈 114 117 120 120
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ACCESSORIESBIBS
FT6512 ビブス（1枚）
¥1,100（本体価格￥1,000）
【サイズ】		 F
【素 材 】	 ポリエステル100%

FT6554 JRビブス（1枚）
¥1,100（本体価格￥1,000）
【サイズ】		 JF
【素 材 】	 ポリエステル100% （0500）

ブラック

（0500）
ブラック

（2100）
ブルー

（2100）
ブルー

（2200）
サックス

（2200）
サックス

FT6558 ビブス単品（番号入り）
¥1,210（本体価格￥1,100）
【サイズ】		 F
【素 材 】	 ポリエステル100%
※各色2〜11番の単品販売

FT6556 ビブス（20枚セット）
¥20,900（本体価格￥19,000）
【サイズ】		 F
【素 材 】	 ポリエステル100%

FT6557 JRビブス（20枚セット）
¥20,900（本体価格￥19,000）
【サイズ】		 JF
【素 材 】	 ポリエステル100%
※20枚セット・1〜20番号付き
※20枚セットで専用収納袋が付属

FT6513 ビブス（10枚セット）
¥11,000（本体価格￥10,000）
【サイズ】		 F
【素 材 】	 ポリエステル100%

FT6555 JRビブスセット（10枚セット）
¥11,000（本体価格￥10,000）
【サイズ】		 JF
【素 材 】	 ポリエステル100%
※10枚セット・2〜11番号付き
※10枚セットで専用収納袋が付属

（7200）ピンク

（4100）
イエロー

（4100）
イエロー

（6100）
オレンジ

（6100）
オレンジ

（7100）
レッド

（7100）
レッド

（7200）
ピンク

（7200）
ピンク

（8100）
パープル

（8100）
パープル

（2200）サックス （4100）イエロー （6100）オレンジ

（4100）イエロー （6100）オレンジ

ACCESSORIES
FT5175 キャプテンマーク
¥1,100（本体価格￥1,000）

FT3502 キャプテンマーク
¥2,200（本体価格￥2,000）
【サイズ】		 F・JF

FT5180 バインダー
¥2,750（本体価格￥2,500）

FT5181 バインダー タクティクスTYPE
¥4,950（本体価格￥4,500）

FT5176 JRキャプテンマーク
¥1,100（本体価格￥1,000）

（2100）ブルー

BACK

（4100）イエロー（6100）オレンジ （6100）オレンジ

※内側右左	透明ポケット ※黒マーカー、マグネット付き

FT5971 ヘッドビブス10枚セット
¥3,850（本体価格￥3,500）
【サイズ】		 F
【素 材 】	 ポリエステル100%

FT5966 JRヘッドビブス10枚セット
¥3,850（本体価格￥3,500）
【サイズ】		 JF
【素 材 】	 ポリエステル100% （4200）Fイエロー （6200）Fオレンジ （7400）ピンク ※１０枚セット　収納袋付き

※FT5175（FT5176）が無くなり次第、	
FT3502へ移行します。

※トレーニングアイテム。チーム分けで
使用するだけでなくヘッドアップのた
めのトレーニングに最適。

FT8732 トライアルキャップ
¥3,850（本体価格￥3,500）
【サイズ】		 F
【素 材 】	 ポリエステル100%、サイド部分：メッシュ

FT8828 ブラックニットビーニー
¥2,970（本体価格￥2,700）
【サイズ】		 F
【素 材 】	 アクリル糸、サイド部分：メッシュ

FT8829 ロゴ入りニットワッチ
¥2,970（本体価格￥2,700）
【サイズ】		 F
【素 材 】	 アクリル糸

FT5984 フィールドグローブ
¥3,190（本体価格￥2,900）
【サイズ】		 F・JF

		 	 JRサイズは(0500）ブラックのみ
【素 材 】	 ポリエステル90%,ポリウレタン10%

FT5981 シンガードスリーブ 
¥1,430（本体価格￥1,300）
【サイズ】		 M・L・JF
【素 材 】	 ポリエステル80%、ポリウレタン20％

（0100）ホワイト （0501）ブラック×ホワイト （0542）ブラック×Fイエロー

（0200）グレー

（0500）ブラック

（0500）ブラック

（0500）ブラック

（0500）ブラック

（1100）ネイビー

（0505）ブラック×ブラック

※後頭部調節可能・リフレクトプリント

※スマートタッチ	滑り止め

※シンガードスリーブ２枚入り
※テクノファイン素材を採用した日本製シン
ガードスリーブ。

装着イメージ

日本製

FT6514 レガース 
¥990（本体価格￥900）
【サイズ】		 F
【素 材 】	 合成樹脂	

FT6840 マーカーコーン 
¥220（本体価格￥200）
【サイズ】		 直径19cm
【素 材 】	 ポリエチレン100％	

（0500）ブラック
（2200）サックス （4100）イエロー （6100）オレンジ

（2100）ブルー

※10枚購入でメッシュ袋付き

FT7370 リフレクターキーホルダー 
¥330（本体価格￥300）
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FT5986 警告・退場カード
¥990（本体価格￥900）
【素 材 】 合成樹脂	

FT5987 グリーンカード
¥880（本体価格￥800）
【素 材 】 合成樹脂	

FT5960 スタッフケース
¥3,520（本体価格￥3,200）
【サイズ】		 W18.5cm	x	H27.5cm	xD4cm	
【素 材 】	 ポリエステル100%

FT5166 レフェリー記録用紙
¥660（本体価格￥600）

FT5173 ホイッスル
¥1,210（本体価格￥1,100）

FT5172 トスコイン
¥990（本体価格￥900）
【素 材 】 亜鉛合金	

FT5177 えんぴつ
¥330（本体価格￥300）

FT5167 レフェリーワッペンガード
¥990（本体価格￥900）
【素 材 】 合成樹脂	

FT5988 レフェリー記録用紙
¥1,100（本体価格￥1,000）
【素 材 】	 耐水紙（ユポ紙）	

FT5961 ホイッスルリスト
¥990（本体価格￥900）
【サイズ】		 F	
【素 材 】	 ウレタン

FT5962 ホイッスルフィンガー
¥990（本体価格￥900）
【サイズ】		 F	
【素 材 】	 ウレタン

FT5165 レフェリーカードケース
¥990（本体価格￥900）
【素 材 】 ビニール	

FT3501 アシスタントレフェリーフラッグ
¥4,620（本体価格￥4,200）
【サイズ】		 W36cm	x	H43cm
【素 材 】	 本体：アルミ製
	 	 	 フラッグ旗：ポリエステル100%

FT5989 レフェリースターターセットA 
¥2,640（本体価格￥2,400）

FT5990 レフェリースターターセットB 
¥3,630（本体価格￥3,300）

FT5991 レフェリースターターセットC 
¥5,280（本体価格￥4,800）

FT3800 レフェリースターターセットワッペン２種付き
¥4,400（本体価格￥4,000）

※2本セット

※中身は入っておりません。

※10枚入り

※30枚入り

※3本入り

・レフェリーカードケース	 ・トスコイン
・レフェリー記録用紙	 ・えんぴつ
・警告・退場カード

・レフェリーカードケース	 ・トスコイン
・レフェリー記録用紙	 ・えんぴつ
・警告・退場カード	 ・ホイッスル
・ストラップ

・レフェリーカードケース	 ・トスコイン
・レフェリー記録用紙	 ・えんぴつ
・警告・退場カード	 ・ホイッスル/ストラップ
・ワッペンガード	 ・リスペクトワッペンガード

・レフェリー記録用紙・えんぴつ付属

・レフェリーカードケース	 ・トスコイン
・レフェリー記録用紙	 ・えんぴつ
・警告・退場カード	 ・ワッペンガード
・リスペクトワッペンガード

FT5970 リスペクトワッペンガード
¥990（本体価格￥900）
【素 材 】 合成樹脂	

FT5977 レフェリー4点セット
¥9,900（本体価格￥9,000）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
	 	 	 (ストッキングサイズ：25cm-27cm)
【素 材 】	 ポリエステル100%	

FT5978 レフェリー半袖シャツ
¥4,290（本体価格￥3,900）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%	

FT5161 レフェリービブス
¥1,100（本体価格￥1,000）
【サイズ】		 F
【素 材 】	 ポリエステル100%	

FT5979 レフェリー長袖シャツ
¥4,840（本体価格￥4,400）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%	

FT5164 レフェリーパンツ
¥4,290（本体価格￥3,900）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%	

FT5980 レフェリーピステジャケット
¥6,490（本体価格￥5,900）
【サイズ】		 S・M・L・O・XO
【素 材 】	 ポリエステル100%、裏地：トリコット起毛	

（0500）ブラック

（0500）ブラック

（0500）ブラック （4100）イエロー （7100）レッド

（0500）ブラック

（0500）ブラック

（0500）ブラック

・半袖シャツ	 ・長袖シャツ
・パンツ	 ・ストッキング
・収納バッグ	

胸ポケット

右袖・面ファスナー
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CUSTOM ORDER
フィンタ カスタムオーダー

FINTA  カスタムオーダー4大特典

FINTAでマークを入れた場合に限り、経年劣化によるマーク剥がれなど修理
対応させていただきます。（1年目のみ無料。2年目～3年目に関しては割安価
格にて有償対応）※別途諸条件有り

カスタムオーダウェアに限り、経年劣化や着用中の破損などによる、ファスナーの破損
や生地の破けなど割安価格にて修理対応します。※別途諸条件有り

新規チームに限り、カスタムオーダーのシュミレーションデザインを無料で作
成お送りします。※別途諸条件有り

新規チームに限り、チームエムブレムのデザインを無料で承ります。
※別途諸条件有り

3年間ウェア修理保証

シュミレーションデザイン代行

チームエムブレムデザイン代行

3年間マーキング保証

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・

CUSTOM
ORDER

CATALOG

BAG
FT5995 バックパック
¥10,780（本体価格￥9,800）
【サイズ】		 H56cm×W30cm×D20cm(40L)
【素 材 】	 ポリエステル他	

FT3500 バックパック
¥10,780（本体価格￥9,800）
【サイズ】		 H55cmxW30cmxD20cm(35L)
【素 材 】	 ポリエステル他	

FT5983 バックパック
¥8,800（本体価格￥8,000）
【サイズ】		 H47cm×W30cm×D16cm(27L)
【素 材 】	 ポリエステル他	

FT5148 ドクターバッグ
¥14,300（本体価格￥13,000）
【サイズ】		 W35cm	x	H28cm	x	D20cm
【素 材 】	 ポリエステル100%	

BACK

BACK

BACK BACK

BACK

（0500）ブラック

（0500）ブラック

（0500）ブラック

（0500）ブラック

（0500）ブラック

再帰反射

再帰反射

FT5146 ボストンキャリーケース
¥18,700（本体価格￥17,000）
【サイズ】		 W32cm	x	H71cm	xD37cm(60L)
【素 材 】	 ポリエステル他	
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申込み日 　　　　年　　月　　日

□色番号

取扱店

フィンタジャパン株式会社

このカタログに記載されている価格は、すべてメーカー希望小売価格です。やむをえない事情により記載の価格
及び商品仕様・デザインは予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。写真やイラストなどのカラーは
印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。（2023年1月現在）

背　番前　番サイズ （シャツ）個人名（8文字まで） サイズ （パンツ） 腰　番

チーム名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

15

16

17

18

19

20

※３桁番号は別途価格となりますので、ご相談ください
※チーム名・個人名の9文字以上は別途ご相談ください

シャツ品番

カラー

パンツ品番

カラー

マーク位置番号

色番号

書体番号

番号サイズ（cm）

□チーム名、個人名書体

□マーク位置番号

□マーク価格

F-1 F-2 F-3

F-4 F-5

□胸番号、背番号書体

※記入欄に必要事項を記入し、下記販売店様宛ＦＡＸにてお申し込みください

お送り先ご住所

お客様名
電話番号

メールアドレス

フリガナ

〒 都　道　府　県

FT1002（20cm）/FT1003（25cm）
¥1,650（本体価格￥1,500）

背番❸

FT1005
¥1,650（本体価格￥1,500）

個人名❼

前番
FT1000（8cm）/FT1001（10cm）
¥770（本体価格￥700）

前番

FT1004 
¥1,980（本体価格￥1,800）

チーム名（全胸）❺
FT1001（10cm）
¥990（本体価格￥900）

チーム名（片胸）❻

個人名

背番❸

❼前番

前番
チーム名（全胸）❺

チーム名（片胸）❻

腰番❹

FT1000 （8cm）/FT100１（10cm）
¥770（本体価格￥700）

腰番❹

A-01 A-03 A-04A-02

A-05 A-06 A-08A-07

F-6（ゴシック/漢字・ひらがな・カタカナ） F-7（明朝/漢字・ひらがな・カタカナ）

FT1000 （8cm）/FT100１（10cm）
¥770（本体価格￥700）



■ このカタログに記載されている価格は、すべてメーカー希望小売価格です。
■ やむをえない事情により記載の価格及び商品仕様･デザインは予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。
■ 写真やイラストなどのカラーは印刷のため実際の色を多少異なる場合があります。（2023年1月現在）

取扱店 

フィンタジャパン株式会社
〒111-0053　東京都台東区浅草橋5-25-10　浅草橋1stビル6階
TEL03-5835-5455 FAX03-5835-5456 


