
※上の30点からお選びいただき、□印に、●をおつけください。
　エリの形状は変更できません。注文数

サイズ

数 量

S M L XL XXL XXXL 合計

お見積り依頼書兼ご注文書
FBHエキスプレス専用 FBH

FBH

〒545-0052　大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1あべのベルタ1F
営業時間：10時～19時  定休日：土・日、及び年末年始
TEL 06-6630-6752 FAX 06-6633-3484

サイズ

数 量

S M L XL XXL XXXL 合計

長 さ ：

：

：

サイズ

数 量
注文数

品番（空欄でも可）

ストッキングカラー ：ラインカラー

A. 11人制用 B. フットサル用ショートタイプ

大人用 Jr・女性用（大）Jr・女性用（小）
(24～22cm）(21～19cm） 合 計

キーパーストッキング

長 さ ：

：

：

サイズ

数 量
注文数

品番（空欄でも可）

ストッキングカラー ：ラインカラー

A. 11人制用 B. フットサル用ショートタイプ

大人用 Jr・女性用（大）Jr・女性用（小）
(24～22cm）(21～19cm） 合 計

ストッキング

内 容 ※品番やサイズが不明の場合は、お気軽にお問い合わせください。 ジュニアサイズ（ES～EEES）はFBHエキスプレス対象外となります。

ご要望や注意点などございましたら、ご記入ください。

ご要望など

ゲームパンツ

注文数

□P-04 (ブラック）
□P-07 (ホワイト）
□P-10 (ネイビー）
□PL3-01 (ホワイト×ブラック）
□PL3-08 (ブラック×ホワイト）
□PL3-10 (ネイビー×イエロー）
□PL6-01 (ホワイト×レッド×ブラック）

□PL6-02 (ブルー×レッド×ホワイト）
□PL6-03 (レッド×ブラック×イエロー）
□PL6-04 (イエロー×グリーン×ホワイト）
□PL6-05 (サックス×ブラック×ホワイト）
□PL6-06 (ネイビー×オレンジ×ホワイト）
□PL6-07 (オレンジ×ブラック×ホワイト）

□PL6-08 (モスグリーン×ブラック×イエロー）
□PL6-09 (ホワイト×ブラック）
□PL6-10 (ブラック×ホワイト）
□PL6-11 (ピンク×ブラック×ホワイト）
□GP1-02 (ホワイト）
□GP1-03 (ブラック）

※上の19点からお選びいただき、□印に、●をおつけください。

ボールやGKグローブなど、その他のご注文はこちらにご記入ください。

その他ご注文品

平
成

お客様番号:追加注文の方は…

初回ご注文日：

今回のご注文が追加注文の場合は、納品時にお渡しした写真に記載された“お客様番号”及び、
初回ご注文日、ご注文者名、都道府県名をご記入ください。不明個所は「不明」とご記入ください。

年 月 ご注文された
方のお名前

フリ
ガナ 都道府県名

ゲームシャツ

□20R-01
□20R-02
□20R-03
□20R-04
□20R-05
□20R-06

(半袖・ホワイト×レッド×ブラック）
(半袖・ブルー×レッド×ホワイト）
(半袖・レッド×ブラック×イエロー）
(半袖・イエロー×グリーン×ホワイト）
(半袖・サックス×ブラック×ホワイト）
(半袖・ネイビー×オレンジ×ホワイト）

注文数
サイズ

数 量

M L XL XXL XXXL 合計キーパーパンツ

□GKSP-1 (ハーフ・ブラック）
□GKLP-1 (ロング・ブラック）

□GKSP-2 (ハーフ・レッド）
□GKLP-2 (ロング・レッド）

□GKSP-3 (ハーフ・イエロー）
□GKLP-3 (ロング・イエロー）

※上の6点からお選びいただき、□印に、●をおつけください。

ご記入年月日

お名前
フリガナ

フリガナ

年平成 月 日

電話番号（自宅）※必ず御記入ください。

携帯電話番号ご住所 〒

（　　　　）

－

－

－ @

－ －

緊急連絡先

お名前 携帯電話番号:

FBHエキスプレスご利用のお客様は必ず、5ページ目のご案内をご覧くださいませ。

E-mail

FAX

（　　　　）

※緊急の場合で、お客様と連絡が取れない時の
為、他のチームメンバーのお名前と携帯番号を
御記入ください。（副キャプテンの方など）

お見積りをご希望の場合は「A」に○を、ご注文の
場合は「B」に○をつけてください。

「お見積り」及び「ご注文」の流れ

A.
B.
お見積り
ご注文

当店ではまず最初に、必ずご記入内容
（記入漏れ、記入ミスを防ぐため）の確認
のご連絡を致します。その時、内容のご変
更などがありましたら、お伝えください。

お客様がご記入された内容を、お電話で当店までお伝え
頂きます。もちろん、FAXやE-mailでもOKです。その際
必ず「FBHエキスプレス利用」とお知らせください。
お知らせのない場合は通常注文（通常納期）となります。

1 2 内容の確認後、お客様にご請求金額、
お届け予定日をお知らせします。その
内容をお客様がご確認、ご了承された
時点ではじめて正式な注文と致します。

※ご注文の種類が2種類以上となる場合（ホーム用・アウェイ用を同時にご注文する場合など）は、お手数ですが、本紙をコピーし、別々にご記入くださいますよう
お願い致します。
※                        の部分については、ご希望の商品・タイプを選んで○で囲んでください。

3 お届けはご入金確認後2週間となります。
午後3時以降や、土、日、祝日にお振り込み
された場合、ご入金の確認は翌銀行営業
日になりますので、この場合ユニフォーム
のお届けはこの翌営業日の2週間後となり
ます。  

FBHエキスプレスについてのご注意

※5ページ目のご案内をご参照ください。

※「ご注文」の場合でも、必ず内容確認のご連絡を
24時間以内（定休日を除く）に致しますので、
ご安心してご記入ください。必ずお客様がご了承
されてからの発注となります。

□GK7-3 （グレー×ブラック）
□GK8-2（サックス×ブルー）

□GK8-3（イエロー×モスグリーン）
□GK10-3 （レッド×ブラック）

□GK3-1 (サックス）
□GK3-2 (イエロー）

注文数
サイズ

数 量

S M L XL XXL XXXL 合計キーパーシャツ
※上の6点からお選びいただき、□印に、●をおつけください。

□20R-07
□20R-08
□20R-09
□21C-01
□21C-02
□21C-03

(半袖・オレンジ×ブラック×ホワイト）
(半袖・モスグリーン×ブラック×イエロー）
(半袖・ピンク×ブラック×ホワイト）
(半袖・ブルー×ブラック×ゴールド）
(半袖・レッド×ブラック×ゴールド）
(半袖・ホワイト×ブラック×ゴールド）

□21C-04
□21C-05
□21C-06
□21C-07
□21C-08
□21C-09

(半袖・イエロー×モスグリーン×ブラック）
(半袖・ネイビー×ブラック×イエロー）
(半袖・オレンジ×ブラック×ホワイト）
(半袖・モスグリーン×ブラック×イエロー）
(半袖・エンジ×ブラック×ホワイト）
(半袖・ピンク×ブラック×ホワイト）

□22C-01
□22C-02
□22C-03
□22C-04
□22C-05
□22C-06

(半袖・ホワイト×ネイビー×レッド）
(半袖・ブルー×ブラック×イエロー）
(半袖・レッド×ブラック×イエロー）
(半袖・イエロー×ブラック×グリーン）
(半袖・ネイビー×ホワイト×オレンジ）
(半袖・オレンジ×ブラック×ホワイト）

□22C-07
□22C-08
□G1R-01
□G1R-02
□G1R-02
□G1R-03

(半袖・モスグリーン×ブラック×オレンジ）
(半袖・ピンク×ブラック×ホワイト）
(半袖・ブルー×ブラック）
(半袖・レッド×ブラック）
(長袖・レッド×ブラック）
(半袖・ホワイト×ブラック）

★当店をお知りになったきっかけを右の項目よりお選びください。   ○サッカー・フットサル雑誌   ○パソコンで検索した　○友人・知人の紹介
★新商品、価格割引き、キャンペーン案内などのメール送信をご希望されますか？   ○YES　○NO



パンツ

シャツ
フロント

シャツ
バック

〈チーム名　 〉

※2色（フチ付）マーキングにする場合、文字の組み合わせによっては、製作不可能なケースがあります。また、選択できるアレンジはストレートのみになります。

※2色（フチ付）マーキングにする場合、文字の組み合わせによっては、製作不可能なケースがあります。また、選択できるアレンジはストレートのみになります。

※2色（フチ付）マーキングにする場合、文字の組み合わせによっては、製作不可能なケースがあります。また、選択できるアレンジはストレートのみになります。

書体 ： カラー ： フチのカラー ： アレンジ ：背 番 号
書 体 フチのカラーカラー

胸 番 号
腰 番 号

1

書体 ： カラー ： フチのカラー ： アレンジ ：

※個人名では2色（フチ付）マーキングはお選びいただけません。
書体 ： カラー ： フチのカラー ： アレンジ ：

書体： カラー： アレンジ：

〈個人名〉
※下表の「個人名」欄にご記入ください。

〈チーム名　〉
チーム名を2箇所ご希望の場合

2

〈チーム名　 〉
チーム名を3箇所ご希望の場合

3

マーキングマーキング

※ご注文数が26着以上及びリバーシブルウェアをご注文の時は、お手数ですが、本紙をコピーしてご記入ください。

〈その他〉

例

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ゼッケンナンバー・サイズ・個人名のご記入
シャツ フロント〈例〉

下図に背番号、チーム名などご希望のマーキングをご記入ください。
シャツ バック パンツゼッケン 個人名 フリガナシャツ

サイズ
パンツ
サイズ

10 L M 大人用

ストッキング
サイズ

YAMADA ヤマダ

A （ゲームシャツ・パンツ用）マーキング
FBHエキスプレス専用 FBH

FBH

エンブレムなどのご希望や、その他ご要望がありましたら
ご記入ください。

FBHエキスプレスでご利用可能なマーキング内容は、５枚目の「FBHエキスプレスサービスについて」の”○マーキングについて”の表をご覧くださいませ。

〒545-0052　大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1あべのベルタ1F
営業時間：10時～19時  定休日：土・日、及び年末年始
TEL 06-6630-6752 FAX 06-6633-3484



パンツ

シャツ
フロント

シャツ
バック

〈チーム名　 〉

※2色（フチ付）マーキングにする場合、文字の組み合わせによっては、製作不可能なケースがあります。また、選択できるアレンジはストレートのみになります。

※2色（フチ付）マーキングにする場合、文字の組み合わせによっては、製作不可能なケースがあります。また、選択できるアレンジはストレートのみになります。

※2色（フチ付）マーキングにする場合、文字の組み合わせによっては、製作不可能なケースがあります。また、選択できるアレンジはストレートのみになります。

書体 ： カラー ： フチのカラー ： アレンジ ：背 番 号
書 体 フチのカラーカラー

胸 番 号
腰 番 号

1

書体 ： カラー ： フチのカラー ： アレンジ ：

※個人名では2色（フチ付）マーキングはお選びいただけません。
書体 ： カラー ： フチのカラー ： アレンジ ：

書体： カラー： アレンジ：

〈個人名〉
※下表の「個人名」欄にご記入ください。

〈チーム名　〉
チーム名を2箇所ご希望の場合

2

〈チーム名　 〉
チーム名を3箇所ご希望の場合

3

マーキングマーキング

〈その他〉

例

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ゼッケンナンバー・サイズ・個人名のご記入
シャツ フロント〈例〉

下図に背番号、チーム名などご希望のマーキングをご記入ください。
シャツ バック パンツゼッケン 個人名 フリガナシャツ

サイズ
パンツ
サイズ

10 L M 大人用

ストッキング
サイズ

YAMADA ヤマダ

エンブレムなどのご希望や、その他ご要望がありましたら
ご記入ください。

FBHエキスプレスでご利用可能なマーキング内容は、５枚目の「FBHエキスプレスサービスについて」の”○マーキングについて”の表をご覧くださいませ。

B （キーパーシャツ・キーパーパンツ用）マーキング
FBHエキスプレス専用 FBH

FBH

〒545-0052　大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1あべのベルタ1F
営業時間：10時～19時  定休日：土・日、及び年末年始
TEL 06-6630-6752 FAX 06-6633-3484



マーキング位置など、メール・電話などでは、お伝えきれない箇所が
ありましたら、ご記入の上送信ください。
ご注文内容・マーキング内容に関しては、必ず内容確認のご連絡を致しますので、ご安心してご記入ください。必ずお客様がご了承されてからの発注となります。

お名前

●ご注文済みですか？ はい
フリガナ

電話番号（自宅）※必ず御記入ください。

携帯電話番号

（　　　　）

－ － @
E-mail

FAX

（　　　　）

いいえ

フロント バック

FAX：06-6633-3484
FBH

FBH

〒545-0052　大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1あべのベルタ1F
営業時間：10時～19時  定休日：土・日、及び年末年始
TEL 06-6630-6752 FAX 06-6633-3484



※

FBHエキスプレスは、2週間でお客様のお手元にユニフォームをお届けする特急納品サービスです。追加料金は一切不要です。
このサービスをご利用になる方は、下記の内容をよくお読みください。

FBHエキスプレスサービスについて

FBHエキスプレス ご注文の流れ・お支払い方法

○ご注文可能サイズについて

○マーキングについて

●シャツ及びパンツ（ゴールキーパー含む）・・・S、M、L、XL、XXL、XXXLの各サイズ。
●ストッキング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大人用、Jr.女性用（大）、Jr.女性用（小）の各サイズ

2週間でお届け可能！

対象商品に関するご注意

※大型連休、お盆、正月などの工場休業時は、FBHエキスプレスをご利用頂けない場合がございます。

FBH

Jr・女性用（大） ： サイズ24～22cm／Jr・女性用（小） ： サイズ21～19cm

在庫は十分ございますが、数量は日々変動いたしますので、
万一ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。

FBH

FBHエキスプレス対象商品
ゲームシャツ ゲームパンツ キーパーシャツ

ストッキング
●全カラー・全タイプ、セレクトOK！  

●P-04 (ブラック）
●P-07 (ホワイト）
●P-10 (ネイビー）
●PL3-01 (ホワイト×ブラック）
●PL3-08 (ブラック×ホワイト）
●PL3-10 (ネイビー×イエロー）
●PL6-01(ホワイト×レッド×ブラック）
●PL6-02 (ブルー×レッド×ホワイト）
●PL6-03 (レッド×ブラック×イエロー）
●PL6-04 (イエロー×グリーン×ホワイト）

●PL6-05 (サックス×ブラック×ホワイト）
●PL6-06 (ネイビー×オレンジ×ホワイト）
●PL6-07 (オレンジ×ブラック×ホワイト）
●PL6-08 (モスグリーン×ブラック×イエロー）
●PL6-09 (ホワイト×ブラック)
●PL6-10 (ブラック×ホワイト）
●PL6-11 (ピンク×ブラック×ホワイト）
●GP1-02 (ホワイト）
●GP1-03 (ブラック）

●GK3-1 (サックス）
●GK3-2 (イエロー）
●GK7-3 (グレー×ブラック）
●GK8-2 (サックス×ブルー）
●GK8-3 (イエロー×モスグリーン）
●GK10-3 (レッド×ブラック）  
キーパーパンツ
●GKSP-1 (ハーフ・ブラック）
●GKSP-2 (ハーフ・レッド）
●GKSP-3 (ハーフ・イエロー）
●GKLP-1 (ロング・ブラック）
●GKLP-2 (ロング・レッド）
●GKLP-3 (ロング・イエロー）

1
STEP

ご注文

2
STEP

確　認

3
STEP

お支払い

お届け

～

半額以上をお振込

「FBHエキスプレス対象商品」及び「店頭在庫品リスト」の中からご希望商品とマーキング内容の決定後、
FAX・E-mail・お電話などによりご注文ください。

お伝えした代金の半額（または半額以上）を下記の銀行口座にお振り込みください。
残金のお支払いは商品お届け時に、代金引換となります。

ご注文内容を確認後、お支払代金・お届け予定日をお電話でお知らせします。
●ご注文をいただいた後、記入もれや記入ミスを防ぐ為に、ご注文内容について即日、遅くとも24時間以内(定休日を除く)に確認のご連絡を致します（ご注文内容の変更がありま
したら、その時にお知らせください）。
●この確認後、お客様にお支払いいただく商品代金、及び、おおよその商品のお届け予定日をお知らせします。その内容をお客様がご確認、ご了承された時点で、初めて正式な
ご注文となります。

※ただちに、お代金のお振込をお願いします。ユニフォーム在庫数は日々、 変動致しますので、お振込が遅れますと、在庫が無くなる、お届けが遅れるなど、ご希望に添えなくなる場合がございます。
※代引手数料はサービスさせていただきます。※代金引換時のお支払いはクレジットカードでもご利用OKです。JCB・VISA・Master・ダイナース・アメックスがご利用頂けます。

注1）お届けはご入金確認後2週間となります。午後3時以降や、土、日、祝日にお振り込みされた場合、ご入金の確認は翌銀行営業日になりますので、この場合ユニフォ
ームのお届けはこの翌営業日の2週間後となります。

注２）ただちに、お代金のお振込をお願いします。ユニフォーム在庫数は日々、 変動致しますので、お振込が遅れますと、在庫が無くなる、お届けが遅れるなど、ご希望に
添えなくなる場合がございます。

注3）天災・災害による交通事情の乱れ、お盆・GWなどの大型連休、新型インフルエンザの発症、お客様のご都合による各種ご変更、商品のお届け時にお客様がご不在の
場合や、残金をお支払いいただけない場合は、お届けまでの期間が2週間を超える場合があります。

注4）万一、商品のお届けが2週間を超えた場合、過失の有無に関わらず、当店は一切、その責を負いませんので、あらかじめご了承くださいませ。
注5）チームユニフォームという商品の性格上、ご注文後の商品のキャンセル・返品・交換等はいたしかねます。何卒、ご了承くださいませ。

FBHエキスプレス ご注文の流れ・お支払い方法

※ご注文の有効期限は1週間です。

ご注文時のご注意

※全額お振り込みでもOKです。

〈お客様〉

ご入金確認後
商品の製作・発送

〈FBH〉

残金を代金引換にてお支払い

＆商品のお受け取り
（現金又はクレジットカード）

〈お客様〉

※当サービスは日本国内のみに適用します（海外への発送はいたしません）。

※お振込後の「お振込完了」のご連絡は、ご不要です。（みずほ銀行より、自動的に、お振込のお知らせが届きます。）　
※もし、お振込み人名義が、ご注文者名と異なる場合は、あらかじめ、ご連絡下さいませ。
※弊社口座名義は、正確には、「株式会社GENCO フットボールハウス店 」ですが、単に、「フットボールハウス」という、ご記入ご入力でも、お振り込みが可能です。 

みずほ銀行  阿倍野橋支店 普通口座：2066562  口座名義：フットボールハウスお振り込み先

●当サービスをご利用のお客様は、ご注文時に必ず「FBHエキスプレス利用」とお知らせください。

期間2週間期間2週間

注）各書体は、必ず、「書体リスト」からお選びください。

(半袖・レッド×ブラック×イエロー）
(半袖・イエロー×ブラック×グリーン）
(半袖・ネイビー×ホワイト×オレンジ）
(半袖・オレンジ×ブラック×ホワイト）
(半袖・モスグリーン×ブラック×オレンジ）
(半袖・ピンク×ブラック×ホワイト）
(半袖・ブルー×ブラック）
(半袖・レッド×ブラック）
(長袖・レッド×ブラック）
(半袖・ホワイト×ブラック）

●22C-03
●22C-04
●22C-05
●22C-06
●22C-07
●22C-08
●G1R-01
●G1R-02
●G1R-02
●G1R-03

●20R-01
●20R-02
●20R-03
●20R-04
●20R-05
●20R-06
●20R-07
●20R-08
●20R-09
●21C-01

(半袖・ホワイト×レッド×ブラック）
(半袖・ブルー×レッド×ホワイト）
(半袖・レッド×ブラック×イエロー）
(半袖・イエロー×グリーン×ホワイト）
(半袖・サックス×ブラック×ホワイト）
(半袖・ネイビー×オレンジ×ホワイト）
(半袖・オレンジ×ブラック×ホワイト）
(半袖・モスグリーン×ブラック×イエロー）
(半袖・ピンク×ブラック×ホワイト）
(半袖・ブルー×ブラック×ゴールド）

●21C-02
●21C-03
●21C-04
●21C-05
●21C-06
●21C-07
●21C-08
●21C-09
●22C-01
●22C-02

(半袖・レッド×ブラック×ゴールド）
(半袖・ホワイト×ブラック×ゴールド）
(半袖・イエロー×モスグリーン×ブラック）
(半袖・ネイビー×ブラック×イエロー）
(半袖・オレンジ×ブラック×ホワイト）
(半袖・モスグリーン×ブラック×イエロー）
(半袖・エンジ×ブラック×ホワイト）
(半袖・ピンク×ブラック×ホワイト）
(半袖・ホワイト×ネイビー×レッド）
(半袖・ブルー×ブラック×イエロー）

●  ゼッケン番号・チーム名・個人名マーキング

●   シャツ、ストッキングへの直接ししゅう

すべてご利用できます。

ご利用いただけません。

プラス5営業日となります。お急ぎの方はご相談ください。

ご利用いただけません。

●  ラバーエンブレム ／バリュータイプ
●  ししゅうエンブレム／ワンポイントタイプ

●  ラバーエンブレム
完全オリジナルタイプ

●  ししゅうエンブレム


