
受付日　　　　年　　　月　　　日 担当： （　　　　／　　　　）

太枠で囲まれた部分にご記入ください。

フリガナ 備考欄

氏名： 様 （男・女） 生年月日（西暦）　　　　　　年　　　月　　　日（　  　 歳）

フリガナ

住所：（〒　  -　　　） 都 道 府 県

TEL　：　　 - - 連絡可能時間 曜日 ：　　　～　　　：

■ 完全受注生産品のためキャンセル・返品等は一切お受けすることができません。予めご了承ください。
■ 「コルセット・前垂れ・草摺」は取り付け方に相互性があるため、サイズを分けることはできません。
■ 直営店頭のみの受付となります。WEBサイトでの受付は行っておりませんのでご了承ください。
■ お客様の体型やお好みに合わせて、アイテムごとにサイズをお選びいただけます。

お申込み後、2016年1月31日（日）までにご連絡ください。

■ こちらのお申込書へご記入いただいたものを店頭にお持込またはご郵送ください。

■ 尚、コスパティオの店舗にお持込いただければ、専門スタッフが採寸を承りますのでお気軽にご声掛けください。
ご来店が不可能の方はご自身にて計測後、ご郵送ください。

◇ ご自身で計測する場合の注意点
・紙や布製のテープメジャーをご用意ください。
・メジャーは水平にあて、締め付けないように注意して測ってください。
・左右差のある方は、太いほう・長いほうの計測をお願いします。
・お一人で測るよりお友達やご家族の方に手伝ってもらうとスムーズかつ正確に測ることが出来ますのでお勧めいたします。
・ご自身で計測された場合のサイズ間違えに関しましては、弊社では責任を負いかねます。
・また、計測後のお客様の体型の変化に関しましても、弊社では責任を負いかねます。

■ 2016年1月31日（日）までに半金以上のご入金をお願いいたします。
※半金以上のご入金を持ちまして予約受付完了とさせていただきます。（店頭(現金またはクレジットカード)・お振込み・現金書留でのお支払いでお願い
※期日までにご入金が確認できない場合には、ご注文はキャンセルとさせていただきます。

■  製品完成後、ご指定の方法（店頭もしくは配送）にて納品致します。
※配送での納品の場合は、納品日の一週間前までに残金をお支払いください。
※店頭にてお渡しの場合は、納品時にお支払いください。

◇ご注意◇

◇お申し込みと制作進行の流れ◇

タブリエマーケティング株式会社では次の考え方に沿ってお預かりしたお客様の情報をお客様のご希望に沿って取り扱うとともに、
正確性・機密性の保持に努めております。
◎私どもはお客様の同意なしにお客様の情報を第三者に開示することはありません。
◎お客様の情報の利用は、私どもの業務上必要な範囲内で行います。

この内容で依頼します。
サイン

¥80,000

¥80,000

¥80,000

納品方法：　店頭　or　配送

□

□

¥170,000

¥170,000

¥170,000

¥130,000

¥130,000

¥130,000

¥130,000

¥80,000

セイバー 甲冑
/グリーヴセット-Ladies XL

□

□

□

□

□

□

□

□

□

¥170,000□

セイバー 甲冑
/ガントレットセット-Ladies S

セイバー 甲冑
/ガントレットセット-Ladies M

セイバー 甲冑
/ガントレットセット-Ladies L

セイバー 甲冑
/ガントレットセット-Ladies XL

セイバー 甲冑
/グリーヴセット-Ladies S

セイバー 甲冑
/グリーヴセット-Ladies M

セイバー 甲冑
/グリーヴセット-Ladies L

すね当てのサイズ
S/M/L/XL

腕当てのサイズ
S/M/L/XL

腕当てのサイズ
S/M/L/XL

腕当てのサイズ
S/M/L/XL

すね当てのサイズ
S/M/L/XL

すね当てのサイズ
S/M/L/XL

すね当てのサイズ
S/M/L/XL

チェック

 「Fate/stay night [UBW]」 セイバー甲冑　お申込書 （スタッフ記入欄）

（スタッフ記入欄）

腕当てのサイズ
S/M/L/XL

セイバー甲冑-Ladies M

セイバー甲冑-Ladies L

セイバー甲冑-Ladies XL
コルセット、前たれ、草摺のサイズ

S/M/L/XL

残金お内金合計金額金額（税込み）数量 希望サイズに○をご記入ください。アイテム名

セイバー甲冑-Ladies S

No.

コルセット、前たれ、草摺のサイズ
S/M/L/XL

コルセット、前たれ、草摺のサイズ
S/M/L/XL

コルセット、前たれ、草摺のサイズ
S/M/L/XL



対応体型サイズの目安　レディース展開
Ｓ Ｍ Ｌ ＸＬ

バスト 75-81 81-88 88-96 96-103
ウエスト 56-61 61-66 66-75 75-81
ヒップ 82-88 88-93 93-98 98-104
背丈 36-37 38-39 40-41 42-43

足のサイズ 約23.5cm 約24.5cm 約25.5cm 約26.5cm

※あくまでも目安ですので、サイズにお悩みの際はお気軽にご相談ください。

 コルセット仕上がり寸法 Ｓ Ｍ Ｌ ＸＬ

ウエスト周り 約65cm 約70cm 約78cm 約86cm

コルセット丈 約12cm 約12cm 約13cm 約13cm

 草摺仕上がり寸法 Ｓ Ｍ Ｌ ＸＬ

草摺丈 約50.5cm 約53.5cm 約56.5cm 約59.5cm

 前垂れ仕上がり寸法 Ｓ Ｍ Ｌ ＸＬ

前垂れ丈 約68cm 約71cm 約74cm 約77cm

 手甲付きグローブ仕上がり寸法 Ｓ Ｍ Ｌ ＸＬ
手周り親指抜き 約16.5cm 約17.5cm 約19cm 約20.5cm
手周り親指込み 約20cm 約21cm 約22.5cm 約24cm
手首周り 約17cm 約18cm 約19.5cm 約21cm

 右腕当て仕上がり寸法 Ｓ Ｍ Ｌ ＸＬ
右腕丈 約20.5cm 約21.5cm 約22.5cm 約23.5cm
右腕上端周り 約48.5cm 約51cm 約53.5cm 約56cm
右腕手首周り 約20cm 約21cm 約22cm 約23cm

 左腕当て仕上がり寸法 Ｓ Ｍ Ｌ ＸＬ
左腕丈 約20.5cm 約21.5cm 約22.5cm 約23.5cm
左腕上端周り 約23.8cm 約25cm 約26.2cm 約27.4cm
左腕手首周り 約20cm 約21cm 約22cm 約23cm

 すね当て仕上がり寸法 Ｓ Ｍ Ｌ ＸＬ
ひざ下周り 約40.5cm 約42.5cm 約44.5cm 約46.5cm
足首周り 約30.5cm 約31.5cm 約32.5cm 約33.5cm
すね当て丈 約42cm 約43cm 約44cm 約45cm

 足首～ひざ下まで 約32cm 約33cm 約34cm 約35cm

 「Fate/stay night [UBW]」 セイバー甲冑　サイズ表

丈

ウエストまわり

丈

丈

手首周り

手周り 親指込み

手周り 親指抜き

丈

腕 上端周り

手首周り

足首～

ひざ下まで
すね当て丈

ひざ下周り

足首周り


