
プリントパレードバナー製作のご案内
プリントパレードバナーはフルカラープリントで製作するパレードバナーです。 

チームのエンブレムや学校の校章なども取り入れて 
オリジナルデザインで製作できます。

製作の流れ 

1.ご要望のお伺い 
　デザインのご提案にあたり下記の項目をお知らせください。 
　全体の色、取り入れたい文字、エンブレムなど、サイズ、形 
　　※エンブレム、校章などを取り入れる場合はデータ支給が必要になります。 
　お電話でこ希望をお伺いすることも出来ますし、ご案内最終ページのオーダーシートに簡単にご記入 
　頂きお送り頂いても結構です。 

2.デザインのご提案・お見積価格のご提示 
　お伺い致しました情報を元にデザインをご提案致します。基本的にはメール添付でご提案致します。 
　修正は何度でも可能です。 
　プリントバナーの価格はサイズできまります。価格表をご参照ください。 
　　※デザインご提案、お見積の段階でご注文まで至らなかった場合も料金などは頂きません。 
　 
3.製作 
　デザイン決定し、お見積金額をご了承頂けましたら製作にかかります。 
　出来上がりまでに約2週間ほど納期がかかります。 
　出来上がった商品は宅急便にてご希望場所へ配送致します。

サイズ・形
基本形4種(その他ご希望の形も対応可能です。)

A B

C D

推奨サイズ3種(その他ご希望のサイズでも対応可能です。)　 
■横250cm×縦85cm 
■横200cm×縦85cm 
■横170cm×縦65cm(主に幼稚園・保育園向け) 
　※縦のサイズはフリンジを除いた数値です。縦サイズの最大は90cmまでになります。



刺繍パレードバナー製作のご案内
刺繍パレードバナーは総ミシン刺繍で製作する重厚感のあるパレードバナーです。 

チームのエンブレムや学校の校章なども取り入れて 
オリジナルデザインで製作できます。

製作の流れ 

1.ご要望のお伺い 
　デザインのご提案にあたり下記の項目をお知らせください。 
　本体色のご希望(2ページ目から)、取り入れたい文字、エンブレムなど、サイズ、形 
　　※エンブレム、校章などを取り入れる場合はデータ支給が必要になります。 
　お電話でこ希望をお伺いすることも出来ますし、ご案内最終ページのオーダーシートに簡単にご記入 
　頂きお送り頂いても結構です。 

2.デザインのご提案・お見積価格のご提示 
　お伺い致しました情報を元にデザインをご提案致します。基本的にはメール添付でご提案致します。 
　修正は何度でも可能です。お見積に関しましてはデザインにより価格が変わってきますので 
　ある程度デザインが固まってきた段階でご提示致します。 
　　※デザインご提案、お見積の段階でご注文まで至らなかった場合も料金などは頂きません。 
　 
3.製作 
　デザイン決定し、お見積金額をご了承頂けましたら製作にかかります。 
　出来上がりまでに平均2ヶ月程の納期がかかります。 
　出来上がった商品は宅急便にてご希望場所へ配送致します。

サイズ・形
基本形4種(その他ご希望の形も対応可能です。)

A B

C D

推奨サイズ3種(その他ご希望のサイズでも対応可能です。)　 
■横250cm×縦85cm 
■横200cm×縦85cm 
■横170cm×縦65cm(主に幼稚園・保育園向け) 
　※縦のサイズはフリンジを除いた数値です。縦サイズの最大は85cmまでになります。



刺繍バナー詳細

1001番色 
白

本体生地の主要カラーイメージ　　<フェルト調生地　ポリエステル100%>

1018番色 
赤

1028番色 
エンジ

1012番色 
黄

1010番色 
薄緑

1015番色 
緑

1045番色 
薄青1

1046番色 
青

1121番色 
青

1031番色 
黒

全体のイメージ

本体部分。上記の本体使用生地の色から選択します。

上部つつ加工7cm幅。ポールを通す為の筒。

金真田テープ付。裏地及びフリンジをテープで挟んで加工します。

金糸棒フリンジ長さ約10cm

1008番色 
オレンジ

1026番色 
濃紺

1020番色 
濃緑

1029番色 
青緑

1039番色 
濃紫

1132番色 
薄紫

1004番色 
ピンク

1042番色 
濃ピンク



　　詳細イメージ　刺繍部分拡大

加工は総ミシン刺繍仕上げです。





表地金真田テープ、フリンジ部分拡大

裏地は表地の色に近い色のブロード地仕様です。



■バナーポール　3本、4本つなぎ 
直径　22mm・26mm　両端保護キャップ付き　アルミ製 
<基本サイズ3種類> 
・3本つなぎ全長230cm(直径22mm)　 
・3本つなぎ全長260cm(直径26mm)　 
・4本つなぎ全長310cm(直径26mm) 
　　※基本サイズ以外オーダー可能

■バナーケース 
ベニア素材・表面ビニールレザー張 
サイズ　幅100cm×奥行30cm×高さ15cm 
鍵付・ポール固定用バンド付 
収納可能　バナー本体、バナーポール 
　※バナースタンドはシャフト・台ともに収納不可です。 
　※デザインは予告無く変更になる場合がございます。

<色> 
表面/黒色 
裏面/赤色ネル生地仕様



■バナースタンド<2本1組> 
<サイズS>バナー本体サイズ170cm×65cm用　(全長 約110cm) 
<サイズL>バナー本体サイズ200cm×90cm・250cm×90cm用(全長 約122cm) 
　※ケース等は付属致しません。

使用イメージ

ポール掛け部分

170×65cm用

200×90cm用 
250×90cm用

シャフト部分と 
台部分は取り外し 
ができます。

台には 
1ヶ所ストッパー 
がついています。

33.5cm

※注意事項 
　バナースタンドは風の無い屋内での使用を前提につくられています。 
　屋外で使用の場合、風などで倒れる場合があります。



バナー本体・付属品　価格表

バナー本体

品名 サイズ 価格 備考

刺繍バナー
オーダー 
縦幅は最大85cm 
(フリンジ部分除く)

価格はお見積り

フェルト調生地(ポリエステル100%)の本体に 
総ミシン刺繍で製作するバナー 
デザイン、サイズによりお見積りとなります。 
裏地　カラーブロード 
左右　金真田テープ付 
下部　金真田付金糸10cm棒フリンジ付

バナー付属品
品名 全長 直径 仕様 価格 備考

バナーポール 230cm 22mm 3本つなぎ 20,680円(税込) 両端に保護キャップ付
バナーポール 260cm 26mm 3本つなぎ 30,140円(税込) 両端に保護キャップ付
バナーポール 310cm 26mm 4本つなぎ 33,440円(税込) 両端に保護キャップ付

※上記以外のサイズも承れます。価格はお見積となります。

品名 サイズ 価格 備考

バナーケース 幅100 奥行30 高さ15 (cm) 51,700円(税込)
収納可能　バナー本体、バナーポール 
　※バナースタンドはシャフト・台ともに収納不可です。 
表面/黒色 　裏面/赤色ネル生地仕様

品名 サイズ 価格 備考
バナースタンド　サイズS 170cm×65cm用 36,190円(税込) 屋内使用前提のバナースタンド
バナースタンド　サイズL 200cm×90cm・250cm×90cm用 37,400円(税込) 屋内使用前提のバナースタンド

品名 サイズ 価格 サイズについて 備考

プリントバナー
横170×縦65cm 66,000円(税込)

縦の数値はフリンジを含まな
いサイズです。

主に幼稚園・保育園サイズ
横200×縦90cm 110,000円(税込)
横250×縦90cm 132,000円(税込)

※上記以外のサイズも承れます。価格はお見積となります。



<通信欄>

顧問/代表者名

申込者名
学校名/団体名

部活・クラブ名

住所

E-Mailアドレス
(イメージ画像をお送り致します。)

(この本番を目指して製作したいなどの日程が御座いましたらご記入ください。)(□にチェック)

(□にチェック) (主に幼稚園保育園サイズ)

(基本サイズはバナーの横サイズ +60cmです。)
バナースタンド(シャフト・台とも)
は収納不可です。

(3本または4本つなぎ仕様)

(刺繍バナーは縦85cmになります)

〒

電話番号

携帯電話

FAX番号

種類

サイズ □横170cm ×縦65cm □横200cm ×縦90cm
(刺繍バナーは縦85cmになります)
□横250cm ×縦90cm

(刺繍バナーは縦85cmまでになります)
□オーダーサイズ横　　 cm ×縦　　cm

完成予想図　※デザイン、色などを簡単にご記入下さい。校章、エンブレム、キャラクターなどをデザインに取り入れる場合はデータ支給をお願いいたします。

□プリントバナー　　　□刺繍バナー 希望ご使用日 月　　日

バナーポール バナースタンド□上記サイズ対応品が必要　□オーダーサイズ 全長　　 　cm □必要 バナーケース □必要

※付属品がご必要な場合はチェックをしてください。

プリントバナー・刺繍バナーイメージシート 年　　月　　日

お支払い方法　□にチェックをして下さい。
□ 後払い(お振込)※主に学校様宛の場合に適応。商品到着後のお振込。
□ 代金引換（クロネコヤマトコレクトサービス）　
　　※送料の他に所定の代引き手数料がかかります。
□ 先入金（お振込）
　　※当社から確認明細（合計金額と振込口座を記載）をお送り致します。
　　　合計金額を当社口座にお振込頂きご入金確認後の発送とさせて頂きます。

詳細をまとめましてご提案致します。ご注文はデザイン、お見積など全てご了解頂いた後製作にかかります。ご提案まででご注文に至らなかった場合も費用などは頂きません。
納期 (詳細全て決定後 )　:　プリントバナー : 約 2週間・刺繍バナー : 2 ヶ月～2ヶ月半

ウインバードユニフォーム TEL 0120-024-252

FAX 03-5993-1315
E-Mail　uniform@onso.co.jp

お見積、デザイン画のご希望はこちらのシートをご活用ください。FAXもしくはこのシートをスマートフォンなどで撮影し
メール添付にしてお送りください。ご提案からご注文まで至らなかった場合も費用など頂きません。お気軽にご依頼ください。


