
■SVOLMEチームオーダー価格改定23年1月より

【即納ユニフォーム】

品番 品名 販売価格 新販売価格 備考

141-25600 チームセカンドシャツ \3,190 \3,740 脇素材変更、廃色：GREEN,ORANGE,PURPLE

141-25700 チームJrセカンドシャツ \2,860 \3,410 脇素材変更、廃色：GREEN,ORANGE,PURPLE

161-02000 チームゲームシャツ \4,290 \4,840 脇素材変更、廃色：GREEN,ORANGE,YELLOW,WHITE*RD

161-02100 チームJrゲームシャツ \3,960 \4,510 脇素材変更、廃色：GREEN,ORANGE,YELLOW,WHITE*RD

141-26102 チームゲームパンツ \3,300 \3,850

141-26202 チームJrゲームパンツ \3,190 \3,740

121-63280 チームゲームソックス \1,980 \2,200

121-63380 チームJrゲームソックス \1,760 \1,980

18-00300 チームGKトップ \8,140 \8,800

18-00400 チームJrGKトップ \7,590 \8,250

18-00502 チームGKショーツ \6,600 \7,150

18-00602 チームJrGKショーツ \6,050 \6,600

【カスタムユニフォーム】

品番 品名 販売価格 新販売価格 備考

161-00400 カスタム半袖ロゴシャツC \6,050 \6,600 脇素材変更、GRAY追加

161-00600 カスタムJr半袖ロゴシャツC \5,720 \6,270 脇素材変更、GRAY追加

161-00500 カスタム半袖シャツC \5,500 \6,050 脇素材変更、GRAY追加

161-00700 カスタムJr半袖シャツC \5,170 \5,720 脇素材変更、GRAY追加

121-62980 カスタム細ボーダーソックス \2,200 \2,420

121-63080 カスタムJr細ボーダーソックス \1,980 \2,200

121-65680 カスタムワイドボーダーソックス \2,200 \2,420

121-65780 カスタムJrワイドボーダーソックス \1,980 \2,200

【昇華ユニフォーム】

品番 品名 販売価格 新販売価格 備考

半袖シャツ \10,450 \11,000

長袖シャツ \11,550 \12,100

長袖GKシャツ \12,650 \13,200

ショーツA \7,700 \8,250

ショーツB \6,600 \7,150

【クイックオーダー】

品番 品名 販売価格 新販売価格 備考

18-02001 チームモビライトトップ \9,350 \9,900

18-02402 チームモビライトパンツ \7,700 \8,800

18-02602 チームモビライトショーツ \6,600 \6,600

18-01201 チームジャージトップ \9,350 \9,900

18-01301 チームJrジャージトップ \8,580 \8,800

18-01402 チームジャージパンツ \7,700 \8,800

18-01502 チームJrジャージパンツ \7,150 \7,700

18-01602 チームジャージショーツ \6,600 \6,600

18-01702 チームJrジャージショーツ \6,050 \6,050

18-03001 チームピステトップ \8,250 \8,800

18-03202 チームピステパンツ \7,150 \8,800

18-03604 チーム中綿ウォーマートップ \11,000 \12,100

18-03802 チーム中綿ウォーマーパンツ \8,800 \9,900

【カスタムオーダー】

品番 品名 販売価格 新販売価格 備考

18-02871 カスタムモビトップA \10,780 \11,000

18-06871 カスタムJrモビトップA \10,230 \11,000

18-06771 カスタムモビクルートップA \9,680 \9,900

18-06971 カスタムJrモビクルートップA \9,020 \9,900

20-02871B~F カスタムモビトップB~F \10,780 \11,000

20-06871B~F カスタムJrモビトップB~F \10,230 \11,000

20-06771B~F カスタムモビクルートップB~F \9,680 \9,900

20-06971B~F カスタムJrモビクルートップB~F \9,020 \9,900

20-03102A カスタムモビパンツ \9,900 \9,900

20-03102B カスタムJrモビパンツ \9,900 \9,900

20-03202A カスタムモビショーツ \7,700 \7,700

20-03202B カスタムJrモビショーツ \7,700 \7,700

20-01401A~H カスタムピステトップ \9,900 \11,000

20-01401I~P カスタムJrピステトップ \9,350 \9,900

20-01502A カスタムピステパンツ \9,350 \9,900

20-01502B カスタムJrピステパンツ \8,800 \8,800

20-01601A~H カスタムウインドブレーカーパンツ \11,550 \13,200

20-01702 カスタムウインドブレーカー \10,450 \11,000

20-01804A~H カスタム中綿トップ \14,300 \15,400

20-01804I~P カスタムJr中綿トップ \13,200 \14,300

20-01904A カスタム中綿フーディー \16,500 \17,600

20-01904I カスタムJr中綿フーディー \15,400 \16,500

20-02002A カスタム中綿パンツ \13,200 \14,300

20-02002B カスタムJr中綿パンツ \12,100 \13,200

【バイオーダー/クイックオーダー】

品番 品名 販売価格 新販売価格 備考

20-02700 オーダープラT \2,750 \3,300 素材変更、GRAY追加

20-02800 オーダーロングプラT \3,850 \4,400 素材変更、GRAY追加

20-02902 オーダーゲームパンツ \4,950 \5,500

20-03002 オーダーJrゲームパンツ \4,840 \5,390

18-04000 オーダーT/Cポロシャツ \4,290 \4,840

161-13300 オーダードライポロシャツ \4,290 \4,840

18-00703 オーダーロングインナー \5,060 \5,500

18-00803 オーダーJrロングインナー \4,400 \4,950

18-00903 オーダーロングスパッツ \5,280 \5,500

18-01003 オーダーノースリインナー \4,400 \4,950

18-01103 オーダースパッツ \4,180 \4,950

161-10120 チームバックパック \8,140 \8,800

161-00320 チームオーダーバックパック \9,350 \9,350 2023年7月末廃盤予定

【RUN】

品番 品名 販売価格 新販売価格 備考

20-00100A~G ライトシングレット \6,600 \7,700

20-00200A~G シングレット \6,600 \7,700

20-00900A~G ライトシングレットWs \6,600 \7,700

20-01000A~G シングレットWs \6,600 \7,700

20-00300A~G ライトTシャツ \7,150 \8,250

20-00400A~G Tシャツ \7,150 \8,250

20-00500A~G ライトノースリ \6,600 \7,700

20-00600A~G ノースリ \6,600 \7,700

20-00702A~C ライトショーツ \6,600 \7,700

20-00802A~C ショーツ \6,600 \7,700

20-01102A~C ライトショーツWs \6,600 \7,700

20-01202A~C ショーツWs \6,600 \7,700


