
 本体カラー + オプション①～⑦を選んで ■ｻｲｽﾞ
 カスタマイズ・ヘルメットをお作りできます。 S ：　52～56cm
　※一部組合せできないカスタマイズがございます。 M：　55～58cm
 　　詳しくはお問い合わせください。 L ：　57～61cm

※インナー別売　　￥3,850(税抜価格￥3,500)

①モデル、本体色、サイズをお選びください。

★シャドウマット（ツヤなしマットタイプ）
表示パターン： トリム/チタニウムスタンダード、エンブレム/クロムブラック

★プレミアム（アルカンターラ）
表示パターン： ①黒（トップ/レザー黒、トリム＆エンブレム/クロム・シルバー）

②紺（トップ/レザー紺、トリム＆エンブレム/クロム・シルバー）
③茶（トップ/レザー茶、トリム＆エンブレム/クロムゴールド）
④グレー（トップ/レザー黒、トリム＆エンブレム/クロムブラック）

★シャドウグロッシー（ツヤ有）
表示パターン： トリム/クロムブラック、エンブレム/クロムブラック

★ミスシールドシャドウマット（ツヤなしマットタイプ）
表示パターン： トリム/クロムブラック、エンブレム/クロムブラック

★ミスシールドプレミアム（アルカンターラ）
表示パターン： ①黒（トップ/レザー黒、トリム＆エンブレム/クロム・シルバー）

②紺（トップ/レザー紺、トリム＆エンブレム/クロム・シルバー）
③茶（トップ/レザー茶、トリム＆エンブレム/クロムゴールド）
※フロントバンドはすべて本体と同じ色の合皮です

★ミスシールドシャドウグロッシー（ツヤ有）
表示パターン： トリム/クロムブラック、エンブレム/クロムブラック
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カスタマイズヘルメット価格・詳細

①本体カラー

②トップ

③トリム

④エンブレム

⑤スワロフスキー

②’ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾐｽｼｰﾙﾄﾞのみ)

￥57,200(税抜価格¥52,000)

黒 紺 茶

￥93,500(税抜価格¥85,000)
黒 紺 茶 グレー

￥67,100(税抜価格¥61,000)

黒 紺

￥101,200(税抜価格¥92,000) 黒 紺 茶

￥70,400(税抜価格¥64,000)

￥60,500(税抜価格¥55,000)

黒 紺 茶

黒 紺



②-1　トップのタイプと色をお選びください。

　＊　シャドウグロッシー ：　黒、紺 　＊　アルカンターラ ：　黒、紺、茶、グレイ
￥6,600(税抜価格\6,000) ￥8,800(税抜価格\8,000)

　＊　合皮：　黒、紺、茶 　＊　フラワーレザー ：　黒、紺、茶
￥6,600(税抜価格\6,000) ￥17,600(税抜価格\16,000)

　＊　 リザード（型押し合皮） ：　黒、紺、茶、グレイ 　＊ 　シマーレザー ：　黒、紺、茶
￥23,100(税抜価格\21,000) ￥17,600(税抜価格\16,000)

＊　クリスタルファブリックスワロフスキー　： ￥45,100(税抜価格\41,000)

＊　クリスタルメドレイスワロフスキー　： 　＊ ひし形スワロフスキー ：黒、紺、茶、グレイ
￥121,000(税抜価格\110,000) ￥28,600(税抜価格\26,000)

※石の色は、同系色又はｸﾘｽﾀﾙがお選び頂けます(茶除く)。

＊ クリスタルファインメドレイ ： ＊ ファンシースワロ ：アルカンターラ色/石色
   ￥121,000(税抜価格\110,000) ￥35,200(税抜価格\32,000)

※ｸﾘｽﾀﾙﾒﾄﾞﾚｲｽﾜﾛﾌｽｷｰより立体になっている石が小さいです。

＊ スパークリング ：　アルカンターラ色/石色 ￥33,000(税抜価格\30,000)
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黒 紺 ﾒﾀﾙｴｸﾘﾌﾟｽ ｱﾝﾃｨｰｸﾋﾟﾝｸ ﾛｰｽﾞｺﾞｰﾙﾄﾞﾊﾞﾐｭｰﾀﾞﾌﾞﾙｰ

黒/

ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ

紺/

ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ
ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ ｼﾞｪｯﾄﾍﾏﾀｲﾄ ﾑｰﾝﾗｲﾄ ﾊﾟﾗｲｽｼｬｲﾝ

黒/

ﾗｲﾄﾌﾞﾗｯｸ
黒/

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾛｰｽﾞ

紺/
ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾛｰｽﾞ

紺/ﾃﾞﾆﾑﾌﾞﾙｰ黒/ピンク 紺/ピンク ｸﾞﾚｲ/
ﾗｲﾄﾌﾞﾗｯｸ

茶/ｺﾞｰﾙﾄﾞ

※ｼｬﾄﾞｳﾏｯﾄ､ﾐｽｼｰﾙﾄﾞｼｬﾄﾞｳﾏｯﾄのみ選択可能

黒 紺 ゴールド

ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ



②-2　トップのタイプと色をお選びください。

＊ クリスタルコメット ：アルカンターラ色/石色 ￥41,800(税抜価格\38,000)

＊ クリスタルコメット　ライト ：アルカンターラ色/石色 ￥27,500(税抜価格\25,000)

※ｸﾘｽﾀﾙｺﾒｯﾄよりｽﾜﾛの数が少ないです。

＊　フラワースワロフスキー ：アルカンターラ色/石色 ￥33,000(税抜価格\30,000)

石色）　ｺﾞｰﾙﾄﾞ、ｸﾘｽﾀﾙ、ﾌﾞﾗｯｸ、ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ、ﾋﾟﾝｸ、ﾚｯﾄﾞ、ｵﾚﾝｼﾞ 石色変更の場合　＋￥5,500(税抜価格\5,000)

＊　フラワースワロフスキー　ジュエリー ：　アルカンターラ色/石色 ￥44,000(税抜価格\40,000)

＊　シールドスワロフスキー　：　黒、紺、茶、グレイ 　＊　パイソン ：　黒、紺、茶 ￥25,300(税抜価格\23,000)

アルカンターラ色） ￥11,000(税抜価格\10,000)

スワロ色）　下からお選びください（後頭部に付きます）。

＊　シェブロン ：アルカンターラ色/石色 ￥30,800(税抜価格\28,000)

※ﾐｽｼｰﾙﾄﾞの場合、ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾄﾞは無地のｱﾙｶﾝﾀｰﾗになります。
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黒/
ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ

黒/
ｸﾘｽﾀﾙ

紺/
ｱｸｱﾏﾘﾝ

紺/

ｸﾘｽﾀﾙ

ｸﾞﾚｲ/

ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ

茶/

ｺﾛﾗﾄﾞﾄﾊﾟｰｽﾞ

黒/

ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ

黒/

ｸﾘｽﾀﾙ

紺/

ｱｸｱﾏﾘﾝ
紺/

ｸﾘｽﾀﾙ

ｸﾞﾚｲ/

ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ

茶/

ｺﾛﾗﾄﾞﾄﾊﾟｰｽﾞ

黒/ブラック 紺/ブルー 茶/ブロンズ ｸﾞﾚｲ/ﾌﾞﾗｯｸ 黒/

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾛｰｽﾞ
紺/

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾛｰｽﾞ
黒/ピンク 紺/ピンク

黒/

ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸﾌﾞﾗｯｸ

ｸﾞﾚｲ/

ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸﾌﾞﾗｯｸ

紺/
ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ

紺/

ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸﾋﾟﾝｸ

黒/

ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸﾋﾟﾝｸ

茶/

ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸﾄｺﾞｰﾙﾄﾞ

※ﾌﾟﾚﾐｱﾑ､ﾐｽｼｰﾙﾄﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑのみｶｽﾀﾑ可能

黒/ﾌﾞﾙｰ 紺/ﾌﾞﾙｰ 茶/ﾌﾞﾙｰ 黒/ｺﾞｰﾙﾄﾞ 紺/ｺﾞｰﾙﾄﾞ 茶/ｺﾞｰﾙﾄﾞ 黒/ﾍﾏﾀｲﾄ

紺/ﾍﾏﾀｲﾄ 茶/ﾍﾏﾀｲﾄ ｸﾞﾚｰ/ﾍﾏﾀｲﾄ 黒/

ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ
紺/

ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ

茶/

ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ
ｸﾞﾚｰ/

ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ

黒 青 ゴールド ピンク赤＆青

＆ｸﾘｽﾀﾙ

ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ黒 ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ青 ﾒﾀﾘｯｸﾛｰｽﾞ



②’-1　フロントバンドのタイプと色をお選びください。(ミスシールドヘルメットをお選び頂いたお客様のみ)
※②のトップと同じタイプをお選びの場合はトップ代に含まれます。 

　＊　合皮：　黒、紺、茶 　＊　アルカンターラ ：　黒、紺、茶、グレイ
￥3,300(税抜価格\3,000) ￥4,400(税抜価格\4,000)

　※トップの合皮はストライプですが、 　※トップ シェブロンをお選びでバンド変更なしの場合、

　　　　　　　　　フロントバンドは無地になります。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こちらのバンドタイプになります。

　＊ 　シマーレザー ：　黒、紺、茶 　＊　フラワーレザー ：　黒、紺、茶
￥8,800(税抜価格\8,000) ￥8,800(税抜価格\8,000)

　＊　 リザード（型押し合皮） ：　黒、紺、茶、グレイ
￥11,550(税抜価格\10,500)

　＊　クリスタルファブリックスワロフスキー　： ￥22,550(税抜価格\20,500)

　＊　クリスタルメドレイスワロフスキー　： 　＊ ひし形スワロフスキー ：黒、紺、茶、グレイ
￥60,500(税抜価格\55,000) ￥14,300(税抜価格\13,000)

※石の色は、同系色又はｸﾘｽﾀﾙがお選び頂けます(茶除く)。

　＊ クリスタルファインメドレイ ： ＊ ファンシースワロ ：アルカンターラ色/石色
￥60,500(税抜価格\55,000) ￥17,600(税抜価格\16,000)

　※ｸﾘｽﾀﾙﾒﾄﾞﾚｲより立体になっている石が小さいです。

　＊ スパークリング ：　アルカンターラ色/石色 ￥16,500(税抜価格\15,000)
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黒/

ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ

紺/

ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ
ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ ｼﾞｪｯﾄﾍﾏﾀｲﾄ ﾑｰﾝﾗｲﾄ ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｼｬｲﾝ

黒/

ﾗｲﾄﾌﾞﾗｯｸ

黒/

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾛｰｽﾞ

紺/
ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾛｰｽﾞ

紺/ﾃﾞﾆﾑﾌﾞﾙｰ黒/ピンク 紺/ピンク ｸﾞﾚｲ/
ﾗｲﾄﾌﾞﾗｯｸ

茶/ｺﾞｰﾙﾄﾞ

黒 紺 ｱﾝﾃｨｰｸﾋﾟﾝｸ ﾛｰｽﾞｺﾞｰﾙﾄﾞﾊﾞﾐｭｰﾀﾞﾌﾞﾙｰ ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ

黒 紺 ゴールド

ﾒﾀﾙｴｸﾘﾌﾟｽ



②’-2　フロンバンドのタイプと色をお選びください。(ミスシールドヘルメットをお選び頂いたお客様のみ)

＊ クリスタルコメット ：アルカンターラ色/石色 ￥20,900(税抜価格\19,000)

＊ クリスタルコメット　ライト ：アルカンターラ色/石色 ￥13,750(税抜価格\12,500)

※ｸﾘｽﾀﾙｺﾒｯﾄよりｽﾜﾛの数が少ないです。

＊　フラワースワロフスキー ：アルカンターラ色/石色 ￥16,500(税抜価格\15,000)

石色）　ｺﾞｰﾙﾄﾞ、ｸﾘｽﾀﾙ、ﾌﾞﾗｯｸ、ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ、ﾋﾟﾝｸ、ﾚｯﾄﾞ、ｵﾚﾝｼﾞ 石色変更の場合　＋￥5,500(税抜価格\5,000)

＊　フラワースワロフスキー　ジュエリー ：　アルカンターラ色/石色 ￥22,000(税抜価格\20,000)

　＊　パイソン ：　黒、紺、茶
￥11,550(税抜価格\10,500)
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黒/
ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ

黒/
ｸﾘｽﾀﾙ

紺/
ｱｸｱﾏﾘﾝ

紺/

ｸﾘｽﾀﾙ

ｸﾞﾚｲ/

ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ

茶/

ｺﾛﾗﾄﾞﾄﾊﾟｰｽﾞ

黒/

ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ

黒/

ｸﾘｽﾀﾙ

紺/

ｱｸｱﾏﾘﾝ
紺/

ｸﾘｽﾀﾙ

ｸﾞﾚｲ/

ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ

茶/

ｺﾛﾗﾄﾞﾄﾊﾟｰｽﾞ

黒/ブラック 紺/ブルー 茶/ブロンズ ｸﾞﾚｲ/ﾌﾞﾗｯｸ 黒/

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾛｰｽﾞ
紺/

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾛｰｽﾞ
黒/ピンク 紺/ピンク

黒/

ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸﾌﾞﾗｯｸ

ｸﾞﾚｲ/

ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸﾌﾞﾗｯｸ

紺/
ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ

紺/

ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸﾋﾟﾝｸ

黒/

ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸﾋﾟﾝｸ

茶/

ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｺﾞｰﾙﾄﾞ

※ﾐｽｼｰﾙﾄﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑのみｶｽﾀﾑ可能



③トリムのタイプと色をお選びください。
【標準仕様】　1ページ目のイメージ

　　〇スタンダードトリム　色をお選びください。 ￥5,500(税抜価格\5,000)

　　〇カスタムトリム　色をお選びください。 ￥11,000(税抜価格\10,000)

①ｸﾛﾑﾛｰｽﾞｺﾞｰﾙﾄﾞ　②ﾏｯﾄﾚｯﾄﾞ　③ﾒﾀﾘｯｸﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ　④ﾒﾀﾘｯｸｴﾚｸﾄﾘｯｸﾌﾞﾙｰ　⑤ﾒﾀﾘｯｸﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ　⑥ﾒﾀﾘｯｸｵﾚﾝｼﾞ
⑦ﾒﾀﾘｯｸｲｴﾛｰ　⑧ﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾛﾝｽﾞ　⑨ﾒﾀﾘｯｸﾚｯﾄﾞ　⑩ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞﾋﾞｰﾋﾟﾝｸ　⑪ﾒﾀﾘｯｸｱｲﾙﾗﾝﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ　⑫ﾒﾀﾘｯｸｵｰﾍﾞﾙｼﾞｰﾇ
⑬ﾒﾀﾘｯｸﾀﾝｻﾞﾅｲﾄ ⑭ﾒﾀﾘｯｸﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨｰ ⑮ｸﾞﾛｯｼｰｱｲﾎﾞﾘｰ ⑯ｸﾞﾛｯｼｰGBｸﾞﾘｰﾝ ⑰ｸﾞﾛｯｼｰｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾍﾞｰｼﾞｭ 
⑱ｸﾞﾛｯｼｰｴｱｰﾌﾞﾙｰ⑲ｸﾞﾛｯｼｰﾗｲﾑ　⑳ｸﾞﾛｯｼｰﾌｸｼｱ　㉑ｸﾞﾛｯｼｰﾌｪﾗｰﾘﾚｯﾄﾞ　㉒ｸﾞﾛｯｼｰﾌﾞﾗｼﾞﾙｸﾞﾘｰﾝ　㉓ｸﾞﾛｯｼｰｼﾞﾙｺﾝ

④エンブレムの色をお選びください。
＊通常エンブレム 　￥無料　
　色）ｸﾛﾑｼﾙﾊﾞｰ、ｸﾛﾑﾌﾞﾗｯｸ、ｸﾛﾑｺﾞｰﾙﾄﾞ、ｸﾛﾑﾛｰｽﾞｺﾞｰﾙﾄﾞ
　　　※ﾄﾘﾑの変更を希望された方のみ、

  　　　 無料のｴﾝﾌﾞﾚﾑをお選びいただけます(ﾄﾘﾑ代に含まれています)。

＊クリスタルファブリック・エンブレム ￥33,000(税抜価格\30,000)

⑤スワロフスキーの個数と色をお選びください。

5個 ￥6,600(税抜価格\6,000)

255個 ￥29,700(税抜価格\27,000)

※255個の場合、選択できるトリムの色が限られます。
　 下記からお選びください。
トリム色）　ｸﾛﾑｼﾙﾊﾞｰ、ｸﾛﾑﾌﾞﾗｯｸ、ｸﾛﾑﾌﾞﾙｰ、ｸﾛﾑｺﾞｰﾙﾄﾞ、ｸﾛﾑﾛｰｽﾞｺﾞｰﾙﾄﾞ

スワロフスキー色）

⑥チンストラップのタイプをお選びください。 ⑦ネームプリント（チンストラップ左）
￥無料

(本革)

2022年4月改定

ｸﾛﾑｼﾙﾊﾞｰ ｸﾛﾑﾌﾞﾗｯｸ ｸﾛﾑﾌﾞﾙｰ ｸﾛﾑｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾄﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ ﾏｯﾄﾌﾞﾛﾝｽﾞ

ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾙｰ ﾊﾞﾐｭｰﾀﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ ｼｬｲﾝ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾛｰｽﾞｺﾞｰﾙﾄﾞ

5個のみ

255個（全体）
255個（全体）

ドレッサージュ

（2.5cm 短い）

レギュラー

シルバー or  ゴールド ￥3,300(税抜価格¥3,000)
※ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ19文字以内

ﾁﾀﾆｳﾑｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

ﾒﾀﾙ ｴｸﾘﾌﾟｽ ﾒﾀﾘｯｸﾛｰｽﾞ

ｸﾘｽﾀﾙ ｸﾘｽﾀﾙﾌﾞﾗｯｸ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ ｼﾞｪｯﾄﾍﾏﾀｲﾄ ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ

ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ ﾒﾀﾙﾌﾞﾙｰ ｵﾚﾝｼﾞ ﾚｯﾄﾞ ﾋﾟﾝｸ ｼﾞﾙｺﾝ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ

ﾛｰｽﾞ



クラブ様用オーダー用紙

ご注文日付

ふりがな

お客様名

①モデル、本体色、サイズをお選びください

①小計　￥

cm

※インナー別売　　￥3,850(税抜価格\3,500)

②トップのタイプと色をお選びください

②小計　￥

②’ミスシールドモデルをお選びの方：フロントバンドのタイプと色をお選びください
　　※②のトップと同じタイプ・色を選択される場合、フロントバンドに対する追加料金はございません

②’小計　￥

③トリムのタイプと色をお選びください

③小計　￥

④エンブレムの色をお選びください
　　※トリムを標準色から変更し、通常色のエンブレムを選択された場合追加料金はございません

④小計　￥

⑤トリム部分のスワロフスキーの個数と色をお選びください

⑤小計　￥

⑥チンストラップのタイプをお選びください どちらかに☑をつけてください

⑥小計　￥ 0

⑦ネームプリント（チンストラップ左） ご希望の場合、どちらかに☑をつけてください。

⑦小計　￥
アルファベット19文字以内(スペース等含む)

ヘルメット合計　￥ (税抜価格￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

インナー(別売)　￥ (税抜価格￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

社内使用欄

2022年4月改定

タイプ　：　 ☐　レギュラー　　　　　or　　　　　☐　ドレッサージュ

　色　　：　 ☐　シルバー　　　　　　or　　　　　☐　ゴールド

　　プリント内容　：

タイプ　：　

色　　：　

タイプ　：　

色　　：　

色　　：　

個数　：　 5個　　/　 255個 色　：　

インナー：　 ☐　VG1-ASﾓﾃﾞﾙﾗｲﾅｰ　　or　　☐　共通VG1-ﾗｲﾅｰ サイズ ：　

ご希望の場合、どちらかに☑をつけてください。

タイプ　：　

色　　：　

日　　　　年　

クラブ名

ご連絡先

モデル　：　

本体色　：　 サイズ　：　

月　

カスタマイズヘルメット注文書

①本体カラー

②トップ

③トリム

④エンブレム

⑤スワロフスキー

②’ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾐｽｼｰﾙﾄﾞのみ)



個人様用オーダー用紙

ご注文日付

ふりがな

〒

①モデル、本体色、サイズをお選びください

①小計　￥

cm

※インナー別売　　￥3,850(税抜価格\3,500)

②トップのタイプと色をお選びください

②小計　￥

②’ミスシールドモデルをお選びの方：フロントバンドのタイプと色をお選びください

　　※②のトップと同じタイプ・色を選択される場合、フロントバンドに対する追加料金はございません

②’小計　￥

③トリムのタイプと色をお選びください

③小計　￥

④エンブレムの色をお選びください

　　※トリムを標準色から変更し、通常色のエンブレムを選択された場合追加料金はございません

④小計　￥

⑤トリム部分のスワロフスキーの個数と色をお選びください

⑤小計　￥

⑥チンストラップのタイプをお選びください どちらかに☑をつけてください

⑥小計　￥ 0

⑦ネームプリント（チンストラップ左） ご希望の場合、どちらかに☑をつけてください

⑦小計　￥
アルファベット19文字以内(スペース等含む)

ヘルメット合計　￥ (税抜価格￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

インナー(別売)　￥ (税抜価格￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

社内使用欄

2022年4月改定

色　　：　

　年　

お客様名

モデル　：　

本体色　：　 サイズ　：　

インナー：　 ☐　VG1-ASﾓﾃﾞﾙﾗｲﾅｰ　　or　　☐　共通VG1-ﾗｲﾅｰ

☐　レギュラー　　　　　or　　　　　☐　ドレッサージュ

サイズ ：　

ご希望の場合、どちらかに☑をつけてください。

タイプ　：　

色　　：　

☐　シルバー　　　　　　or　　　　　☐　ゴールド

タイプ　：　

色　　：　

タイプ　：　

色　　：　

　色　　：　

個数　：　

月　 日　　　

　　プリント内容　：

ご住所

ご連絡先

5個　　/　 255個 色　：　

タイプ　：　

カスタマイズヘルメット注文書

①本体カラー

②トップ

③トリム

④エンブレム

⑤スワロフスキー

②’ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾐｽｼｰﾙﾄﾞのみ)


