
TRES VOLLEYBALL 価格改定商品一覧

緑：2018年7月以前に初回注文した追加注文分

商品 袖・タイプなど 現在価格 2022年7月1日～
改訂価格

昇華
ユニフォーム

フレンチ ¥5,400 ¥5,490
半袖 ¥5,400 ¥5,490
長袖 ¥5,900 ¥5,990
パンツ ¥4,200 ¥4,800
シンプルパンツ ¥2,200 ¥2,200

昇華ユニフォーム
（追加注文のみ）

半袖 ¥5,900 ¥5,900
長袖 ¥6,400 ¥6,400
パンツ ¥5,200 ¥5,200

フルオーダー
ユニフォーム

半袖 5～19枚 ¥8,000 ¥8,000
半袖 20～29枚 ¥7,100 ¥7,100
半袖 30枚～ ¥6,400 ¥6,400
長袖 5～19枚 ¥8,500 ¥8,500
長袖 20～29枚 ¥7,600 ¥7,600
長袖 30枚～ ¥7,000 ¥7,000
パンツ 5～19枚 ¥5,800 ¥5,800
パンツ 20～29枚 ¥5,300 ¥5,300
パンツ 30枚～ ¥4,800 ¥4,800

イージーオーダー
ユニフォーム

半袖 ¥4,300 ¥4,300
長袖 ¥4,800 ¥4,800

Tシャツ
ユニフォーム

半袖 ¥3,300 ¥3,800
長袖 ¥3,800 ¥4,400
追加マーキング ¥550 ¥550

縫い合わせ
ユニフォーム

半袖 ¥2,700 ¥2,800
長袖 ¥3,200 ¥3,300
パンツ ¥3,000 ¥3,000
番号マーキング(フチなし) ¥520 ¥520
番号マーキング（フチあり） ¥1,100 ¥1,100
チーム名マーキング（フチなし） ¥700 ¥700
チーム名マーキング（フチあり） ¥1,500 ¥1,500
ネームマーキング（フチなし） ¥700 ¥700
ネームマーキング（フチあり） ¥1,500 ¥1,500
カスタムエンブレムマーキング ¥700 ¥700
オリジナルエンブレムマーキング ¥850 ¥850

ピステ

半袖 ¥5,600 ¥6,800
長袖 ¥5,900 ¥7,200
パンツ ¥6,300 ¥7,000

ウィンド
ブレーカー

ジャケット ¥7,000 ¥8,500
パンツ ¥7,000 ¥8,000

ジャージ
ジャケット ¥5,900 ¥7,000
パンツ ¥5,400 ¥5,400

ポロシャツ

通常 ¥3,400 ¥4,200
ボタンダウン ¥3,900 ¥4,700
追加マーキング ¥550 ¥550
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商品 袖・タイプなど 現在価格 2022年7月1日～
改訂価格

トレーナー
パーカー

トレーナー ¥3,200 ¥3,200
パーカー ¥3,700 ¥3,700
フルジップ ¥4,500 ¥4,500
追加マーキング ¥850 ¥850

チームT
通常 ¥2,200 ¥2,200
セット割 ¥1,500 ¥1,500
追加マーキング ¥850 ¥850

ビブス

ジュニア ¥1,800 ¥1,800
フリー ¥2,000 ¥2,000
特大 ¥2,200 ¥2,200
ジュニア(オリジナル) ¥2,300 ¥2,300
フリー(オリジナル) ¥2,500 ¥2,500
特大(オリジナル) ¥2,700 ¥2,700

タオル

ミニ ¥550 ¥550
マフラー ¥1,200 ¥1,200
フェイス ¥1,500 ¥1,500
スポーツ ¥2,000 ¥2,000
オリジナルデザイン追加料金 ¥500 ¥500 ※1枚につき

ソックス
ショート ¥1,800 ¥1,800
ロング ¥1,800 ¥1,800

マスク ¥550 ¥550

バックパック ¥11,050 ¥11,050

スウェット
（追加注文のみ）

シャツ ～160 ¥4,600 ¥5,500
シャツ S～2XO ¥4,800 ¥5,500
シャツ 3XO～ ¥5,300 ¥6,000
パンツ ～160 ¥4,800 ¥5,800
パンツ S～2XO ¥5,000 ¥5,800
パンツ 3XO～ ¥5,500 ¥6,300
フーディ ～160 ¥4,800 ¥5,800
フーディ S～2XO ¥5,000 ¥5,800
フーディ 3XO～ ¥5,500 ¥6,300

その他

オリジナルエンブレム ¥5,000 ¥5,000
オリジナルカラー色調整費(1色目) ¥5,000 ¥5,000
オリジナルカラー色調整費(2色目以降) ¥2,500 ¥2,500
送料(初回3万円以上注文時) ¥0 ¥0
送料 ¥1,000 ¥1,000
送料(沖縄県) ¥2,200 ¥2,200
送料(北海道、離島) ¥1,500 ¥1,500


