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ウインバード　バトン・チアカタログ

学校部活動向けにデザインされた
バトン・チアユニフォーム・用具

カタログ



レディーメイドユニフォームレディーメイドユニフォーム

VC62
ブイカットベスト　ブルー×Aライン
¥9,130(税込)
サイズ／S、M、L、LL

BX6
ストック8ボックス　ブルー
¥12,100(税込)
サイズ／62、65、68、71(cm)

マーク／圧着3色
¥5,170(税込)

READY 
MADE
UNIFORM

在庫品
最短翌日発送

IN STOCK

在庫品
最短翌日発送

IN STOCK

　ウインバードレディーメイドユニフォーム

は学校部活動向けにデザインされたチア・バ

トンユニフォームです。デザイン豊富にご用

意しております。ネームがついていない状態

の製品を在庫しておりますので、最短翌日発

送することも可能です。学校名、チーム名な

どを胸部分にマークとして圧着取り付けがで

きます。マークを取り付ける場合は平均10日

間ほどの納期がかかります。ラインテープチ

ェンジとしてレディーメイドユニフォームの

デザインと価格はそのままでラインテープを

交換し多数のバリエーションをつくり出すこ

とができます。

サイズ

S

M

L

LL

バスト対応

78cmまで

82cmまで

86cmまで

90cmまで

身長対応

145～150cm

151～157cm

158～162cm

163～167cm

レディーメイドユニフォームサイズ規格<ベスト>

サイズ

59

62

65

68

71

74

ウエスト対応

59cm

62cm

65cm

68cm

71cm

74cm

ヒップ対応

81cm

85cm

91cm

93cm

95cm

98cm

丈

34cm

34cm

34cm

35cm

36cm

37cm

レディーメイドユニフォームサイズ規格<スカート>
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A B C D

E F G H

I J K L

1 2 3 4 5

イエロー　　  レッド　　　  ホワイト　　  ブルー　　  　レモンイエロー

ラインテープパターン　60mm幅

ラインテープパターン　20mm幅

VC26
ブイカットベスト　レッド×Gライン
¥9,130(税込)
サイズ／S、M、L、LL

P26
プリーツスカート　レッド×Gライン
¥9,790(税込)
サイズ／59、62、65、68、71、74(cm)

マーク／圧着2色
¥3,960(税込)

在庫品
最短翌日発送

IN STOCK

LINE TAPE
CHANGE
ラインテープチェンジ

納期約45日

LINE TAPE
CHANGE

例えば・・・
Kのテープにチェンジ

例えば・・・
Iのテープにチェンジ

例えば・・・
Dのテープにチェンジ

WINBIRDWINBIRD

レディーメイドユニフォー
ムのデザイン、価格そのま
までお好みのラインテープ
で製作するラインテープチ
ェンジ。12パターンから
選択できます。納期は平均
45日間ほどかかります。
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レディーメイドユニフォームレディーメイドユニフォーム

LINE TAPE
CHANGE

READY 
MADE
UNIFORM

ラインテープチェンジ

SPV6
シャープカットベスト　ブルー×Jライン
¥9,130(税込)
サイズ／S、M、L、LL

P649
プリーツスカート　ブルー×Jライン
¥9,790(税込)
サイズ／59、62、65、68、71、74(cm)

マーク／圧着2色
¥3,960(税込)

在庫品
最短翌日発送

IN STOCK

納期約45日

LINE TAPE
CHANGE

ラインテープチェンジ　I　

例えば・・・
Aのテープにチェンジ

例えば・・・
Fのテープにチェンジ

例えば・・・
Hのテープにチェンジ

レディーメイドユニフォームのデザイン、価格そのまま
でお好みのラインテープで製作するラインテープチェン
ジ。ラインテープパターンから選択できます。納期は平
均45日間ほどかかります。
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A B C D

E F G H

I J K L

1 2 3 4 5

イエロー　　  レッド　　　  ホワイト　　  ブルー　　  　レモンイエロー

ラインテープパターン　60mm幅

ラインテープパターン　20mm幅

DCV2
ダイアカットベスト　レッド×Lライン
¥9,130(税込)
サイズ／S、M、L、LL

P28
プリーツスカート　レッド×Lライン
¥9,790(税込)
サイズ／59、62、65、68、71、74(cm)

マーク／圧着2色
¥3,960(税込)

DCV6
ダイアカットベスト　ブルー×Aライン
¥9,130(税込)
サイズ／S、M、L、LL

P62
プリーツスカート　ブルー×Aライン
¥9,790(税込)
サイズ／59、62、65、68、71、74(cm)

マーク／圧着2色
¥3,960(税込)

在庫品
最短翌日発送

IN STOCK

在庫品
最短翌日発送

IN STOCK

納期約45日

LINE TAPE
CHANGE

ラインテープチェンジ　F　

ラインテープチェンジ　H　

ラインテープチェンジ　J　

ラインテープチェンジ　I　
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レディーメイドユニフォームレディーメイドユニフォーム

READY 
MADE
UNIFORM

SPV2
シャープカットベスト　レッド×Lライン
¥9,130(税込)
サイズ／S、M、L、LL

P28
プリーツスカート　レッド×Lライン
¥9,790(税込)
サイズ／59、62、65、68、71、74(cm)

マーク／圧着2色
¥3,960(税込)

在庫品
最短翌日発送

IN STOCK

納期約45日

LINE TAPE
CHANGE

ラインテープチェンジ　A　

ラインテープチェンジ　B　

ラインテープチェンジ　G　

WINBIRD
WINBIRD
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A B C D

E F G H

I J K L

1 2 3 4 5

イエロー　　  レッド　　　  ホワイト　　  ブルー　　  　レモンイエロー

ラインテープパターン　60mm幅

ラインテープパターン　20mm幅

CC64
クロスカットベスト　ブルー×Fライン
¥9,130(税込)
サイズ／S、M、L、LL

P64
プリーツスカート　ブルー×Fライン
¥9,790(税込)
サイズ／59、62、65、68、71、74(cm)

マーク／圧着2色
¥3,960(税込)

※インナーはP19をご参照ください。

在庫品
最短翌日発送

IN STOCK

納期約45日

LINE TAPE
CHANGE

ラインテープチェンジ　C　

ラインテープチェンジ　H　

ラインテープチェンジ　J　
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レディーメイドユニフォームレディーメイドユニフォーム

READY 
MADE
UNIFORM

CC26
クロスカットベスト　レッド×Gライン
¥9,130(税込)
サイズ／S、M、L、LL

P26
プリーツスカート　レッド×Gライン
¥9,790(税込)
サイズ／59、62、65、68、71、74(cm)

マーク／圧着3色
¥5,170(税込)

CC64
クロスカットベスト　ブルー×Fライン
¥9,130(税込)
サイズ／S、M、L、LL

BX6
ストック8ボックス　ブルー
¥12,100(税込)
サイズ／62、65、68、71(cm)

マーク／圧着2色
¥3,960(税込)

在庫品
最短翌日発送

IN STOCK

在庫品
最短翌日発送

IN STOCK

納期約45日

LINE TAPE
CHANGE

ラインテープチェンジ　H　

ラインテープチェンジ　L　
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SPV6
シャープカットベスト　ブルー×Jライン
¥9,130(税込)
サイズ／S、M、L、LL

BX6
ストック8ボックス　ブルー
¥12,100(税込)
サイズ／62、65、68、71(cm)

OSL
サイドラインオプション
¥1,100(税込)

マーク／圧着2色
¥3,960(税込)

SPV6
シャープカットベスト　ブルー×Jライン
¥9,130(税込)
サイズ／S、M、L、LL

BX6
ストック8ボックス　ブルー
¥12,100(税込)
サイズ／62、65、68、71(cm)

OSL
サイドラインオプション
¥1,100(税込)

マーク／圧着2色
¥3,960(税込)

在庫品
最短翌日発送

IN STOCK

サイズ

S

M

L

LL

バスト対応

78cmまで

82cmまで

86cmまで

90cmまで

身長対応

145～150cm

151～157cm

158～162cm

163～167cm

レディーメイドユニフォームサイズ規格<ベスト>

サイズ

59

62

65

68

71

74

ウエスト対応

59cm

62cm

65cm

68cm

71cm

74cm

ヒップ対応

81cm

85cm

91cm

93cm

95cm

98cm

丈

34cm

34cm

34cm

35cm

36cm

37cm

レディーメイドユニフォームサイズ規格<スカート>

新規製作 追加製作

オーダーシートに必要事項ご記入の上、FAX、メール、郵送にてお送
り下さい。お電話にてご希望をお伺いしながらご注文をお受けするこ
ともできます。追加発注の場合はネームデザインなど全て保管致して
おりますので、サイズ・数量をお知らせ頂ければ同デザインにて製作
できます。

STEP 1　ご注文デザインのお伺い

レディーメイドユニフォーム
完成までの流れ

新規製作の場合、サイズサンプルをご希望の場合はサイズサ
ンプルをお送りしサイズを確定して頂きます。サイズサンプ
ルご返却後、製作にかかります。

STEP 2　サイズ数量決定

学校名、チーム名などのマークの取り付けをする場合はご希
望のスペル、色合い、ロゴタイプをお伺いし、イメージ画像
を作成いたします。メールなどでご覧頂き打ち合わせの上、
最終デザインを決定して頂きます。

STEP 3　胸マークデザイン決定

全ての詳細決定後、製作にかかります。
宅配便配送にてお届けになります。
・マーク付け期間は 10日～14日間ほどです。在庫状況によ
り納期は若干変動いたします。

STEP 4　製作・納入

※特注サイズの製作　¥1,650( 税込 ) アップ

お申し込み・お問合せは

0120-024-252フリーダイヤル
(平日10時～18時)
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レディーメイドユニフォームレディーメイドユニフォーム

READY 
MADE
UNIFORM

VC62
ブイカットベスト　ブルー×Aライン
¥9,130(税込)
サイズ／S、M、L、LL

P62
プリーツスカート　ブルー×Aライン
¥9,790(税込)
サイズ／59、62、65、68、71、74(cm)

マーク／圧着2色
¥3,960(税込)

VC64
ブイカットベスト　ブルー×Fライン
¥9,130(税込)
サイズ／S、M、L、LL

P64
プリーツスカート　ブルー×Fライン
¥9,790(税込)
サイズ／59、62、65、68、71、74(cm)

マーク／圧着2色
¥3,960(税込)

在庫品
最短翌日発送

IN STOCK

在庫品
最短翌日発送

IN STOCK

ラインテープチェンジ　J　

ラインテープチェンジ　I　
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DCV2
ダイアカットベスト　レッド×Lライン
¥9,130(税込)
サイズ／S、M、L、LL

P28
プリーツスカート　レッド×Lライン
¥9,790(税込)
サイズ／59、62、65、68、71、74(cm)

OSL
サイドラインオプション
¥1,100(税込)

マーク／圧着2色
¥3,960(税込)

※インナーはP19をご参照ください。

VC64
ブイカットベスト　ブルー×Fライン
¥9,130(税込)
サイズ／S、M、L、LL

P64
プリーツスカート　ブルー×Fライン
¥9,790(税込)
サイズ／59、62、65、68、71、74(cm)

OSL
サイドラインオプション
¥1,100(税込)

マーク／圧着1色
¥2,750(税込)

在庫品
最短翌日発送

IN STOCK

在庫品
最短翌日発送

IN STOCK

納期約45日

LINE TAPE
CHANGE

ラインテープチェンジ　A　

ラインテープチェンジ　E 　

ラインテープチェンジ　E 　

ラインテープチェンジ　H 　 ラインテープチェンジ　K

ANGELS
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T-SHIRT
STYLE
TシャツスタイルユニフォームTシャツスタイルユニフォーム

納期　
Tシャツプリント
約2週間

納期　
Tシャツプリント
約2週間

　Tシャツ、キャップ、レディー

メイドのプリーツスカートを組み

合わせたユニフォームです。Tシ

ャツにプリントネームを入れる場

合は最低製作数10着より承りま

す。

サイズ WM WL SS S M L LL 3L 4L

身丈 59 61 62 65 68 71 74 77 80

身幅 44 46 44 47 50 53 56 60 64

肩幅 38 40 42 44 46 48 50 53 56

袖丈 18 19 19 20 21 22 23 25 26

サイズ 59 62 65 68 71 74

ウエスト対応 59 62 65 68 71 74

ヒップ対応 81 85 91 93 95 98

スカート丈 34 34 34 35 36 37

サイズ F

対応 56～60cm

Tシャツサイズ

00300-ACT
4.4オンスドライTシャツ
ポリエステル100%
・全50色から選択可能
・シルクプリント1色

00700-EVM
ポリエステル100%
・全51色から選択可能

キャップ

Tシャツ

スカート
レディーメイドユニフォーム
のプリーツスカートより選択
ラインテープチェンジでもOK
・本体はブルーorレッド

スカートサイズ

キャップサイズ

Tシャツ&スカート&キャップ　3点セット

・Tシャツプリント　1色　・最低製作数　10着より

(税込)¥13,200¥13,200
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LEADER
CHEER

●ホームページ…www.cheer.onso.co.jp　●オンラインショップ…winbird.shop19.makeshop.jp
●フリーダイヤル…0120-024-252（10時～18時　土・日・祝日休業）●専用FAX…03-5993-1315（24時間受付）　●E-Mail…uniform@onso.co.jp 12



EASY
ORDER
UNIFORM
イージーオーダーユニフォームイージーオーダーユニフォーム

オーダーメイド
納期　約45日
オーダーメイド
納期　約45日

ベスト　29
　¥9,570(税込)
8ボックススカートD
　¥15,290(税込)
マーク／圧着2色
　¥3,960(税込)

ベスト　25
　¥9,570(税込)
10ボックススカートB
　¥15,730(税込)
マーク／圧着3色
　¥5,170(税込)

サイズ

2S

S

M

L

LL

XL

バスト対応

74cmまで

78cmまで

82cmまで

86cmまで

90cmまで

94cmまで

身長対応

136～144cm

145～150cm

151～157cm

158～162cm

163～167cm

163～167cm

イージーオーダーユニフォームサイズ規格<ベスト>

サイズ

59

62

65

68

71

74

ウエスト対応

59cm

62cm

65cm

68cm

71cm

74cm

ヒップ対応

81cm

85cm

91cm

93cm

95cm

98cm

丈

34cm

34cm

34cm

35cm

36cm

37cm

イージーオーダーユニフォームサイズ規格<スカート>

イージーオーダーユニフォームは、32種類のベス

トデザイン、12種類のスカートデザインの中から

お好きなデザインをお選び頂き、生地カラーとラ

インテープを組み合わせてオリジナルデザインの

チームユニフォームが製作出来ます。　
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ベスト　21
　¥9,570(税込)
10ボックススカートB
　¥15,730(税込)
マーク／圧着2色
　¥3,960(税込)

ベスト　23　¥9,570(税込)
10ボックススカートB ¥15,730(税込)
マーク／圧着2色　¥3,960(税込)

ベスト　21
　¥9,570(税込)
10ボックススカートB
　¥15,730(税込)
マーク／圧着2色
　¥3,960(税込)

ベスト　25
　¥9,570(税込)
10ボックススカートB
　¥15,730(税込)
マーク／圧着2色
　¥3,960(税込)

ベスト　30
　¥9,570(税込)
8ボックススカート+
   サイドライン
　¥15,290(税込)
マーク／圧着2色
　¥3,960(税込)

ベスト　19
　¥9,570(税込)
10ボックススカートB
　 ¥15,730(税込)
マーク／圧着2色
　¥3,960(税込)

ベスト　22
　¥9,570(税込)
10ボックススカートB
　¥15,730(税込)
マーク／圧着2色
　¥3,960(税込)

ベスト　28　¥9,570(税込)
8ボックススカート+
   サイドライン ¥15,290(税込)
マーク／圧着3色　¥5,170(税込)
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EASY
ORDER
UNIFORM
イージーオーダーユニフォームイージーオーダーユニフォーム

オーダーメイド
納期　約45日
オーダーメイド
納期　約45日

ベスト　23　¥9,570(税込)
10ボックススカートB ¥15,730(税込)
マーク／圧着2色　¥3,960(税込)

ベスト　20
　¥9,570(税込)
10ボックススカートB
　¥15,730(税込)
マーク／圧着2色
　¥3,960(税込)

ベスト　26
　¥9,570(税込)
10ボックススカートB
　¥15,730(税込)
マーク／圧着2色
　¥3,960(税込)

ベスト　22
　¥9,570(税込)
10ボックススカートB
　¥15,730(税込)
マーク／圧着3色
　¥5,170(税込)
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イージーオーダーユニフォーム
完成までの流れ

新規製作 追加製作

イージーオーダーユニフォームオーダーシートをウインバードホーム
ページよりダウンロードしてください。
www.cheer.onso.co.jp
お電話で詳細お伺いしながら
ご注文いただくこともできます。

STEP 1　オーダーシートダウンロード

新規製作の場合、サイズサンプルをご希望の場合はサイズサ
ンプルをお送りしサイズを確定して頂きます。サイズサンプ
ルご返却後、製作にかかります。

STEP 3　サイズ数量決定

学校名、チーム名などのマークの取り付けをする場合はご希
望のスペル、色合い、ロゴタイプをお伺いし、イメージ画像
を作成いたします。メールなどでご覧頂き打ち合わせの上、
最終デザインを決定して頂きます。

STEP 4　胸マークデザイン決定

全ての詳細決定後、製作にかかります。
宅配便配送にてお届けになります。
・納期は 5週間～6週間です。状況により納期は若干変動いたします。

STEP 5　製作・納入

オーダーシートに必要事項ご記入の上、FAX、メール、郵送にてお送
り下さい。お電話にてご希望をお伺いしながらご注文をお受けするこ
ともできます。追加発注の場合はネームデザインなど全て保管致して
おりますので、サイズ・数量をお知らせ頂ければ同デザインにて製作
できます。

STEP 2　ご注文デザインのお伺い

※特注サイズの製作　¥1,650( 税込 ) アップ
※1着のみのご注文の場合¥1,650( 税込 ) アップ

お申し込み・お問合せは

0120-024-252フリーダイヤル
(平日10時～18時)

ベスト　12
　¥9,570(税込)
10ボックススカートB
　¥15,730(税込)
マーク／圧着2色
　¥3,960(税込)

ベスト　15　
　¥9,570(税込)
プリーツスカート
　¥9,790(税込)
マーク／圧着2色
　¥3,960(税込)

ベスト　27
　¥9,570(税込)
10ボックススカートB
　¥15,730(税込)
マーク／圧着2色
　¥3,960(税込)
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SPECIAL
COLOR
ORDER
UNIFORM
スペシャルカラー
オーダーユニフォーム
スペシャルカラー
オーダーユニフォーム

オーダーメイド
納期　2ヶ月～
オーダーメイド
納期　2ヶ月～

Y201 イエロー Y005 オレンジ R008 レッド R111 エンジ R011 ホットピンク

B020 ターコイズブルー B025 スカイブルー BM31 ロイヤルブルー B030 インクブルー B210 ネイビーブルー

G215 ライトグリーン G011 ダークグリーン P001 パープル P002 ロイヤルパープル M045 ブラック

M004 シルバーグレー M044 ダークグレーM001 ホワイト M039 オフホワイト B316 クリーム

ポリエステルニット素材で製作するチアユニフォームです。
20色のカラーを使って製作できます。オリジナルデザインでの製作も可能です。

本体使用生地20色ポリエステル100%

ベスト　　　　　　　　　　(税込)より　

スカート　　　　　　　　　(税込)より　

マーク　　　　　　　　　　(税込)より　
デザインにより価格が変わります　・最低製作数　3着より承ります。

¥12,100¥12,100

¥2,750¥2,750
¥15,730¥15,730

・バックファスナーベスト
・8ボックススカート

・バックファスナーベスト
・8ボックススカート

・バックファスナーベスト
・8ボックススカート

・セーラーベスト　サイドファスナー
・8ボックススカート

17



MARK
ユニフォームマーク レディーメイド、イージーオーダー、スペシャルカラーオーダーユニフォームのベスト胸部分に熱圧着で学校名、

チーム名などのマークを取り付けします。 
フォントは5種類のロゴタイプからお選びください。重ねる色数により価格がかわります。
別途オリジナルデザインでも製作できます。

マーク価格

マークカラーイメージ

圧着2色　文字/ホワイト　台/レッド　ロゴタイプB

圧着3色　文字/イエロー　中/ホワイト　台/ブルー　ロゴタイプB

圧着3色　文字/レッド　中/ホワイト　台/ブルー　ロゴタイプA

圧着1色　色/ブルー　ロゴタイプE

圧着2色　文字/ブルー　台/レッド　ロゴタイプC

A

B

C

E

F

圧着1色　¥2,750(税込)
圧着2色　¥3,960(税込)
圧着3色　¥5,170(税込)

参考製作例

ロゴタイプ

レッド ブラックホワイトイエローブルー グリーンサックスピンク レモンイエロー
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UNDER WEAR
アンダーウエア

S-IHN-OC
2WAYショートインナーハイネック(オーダーカラー)
¥5,610(税込) (5～9着)
¥4,950(税込) (10～29着)
¥3,960(税込) (30～49着)
サイズ／M、L
カラー／ブルー・レッド・ブラック
素材／吸水速乾2Wayトリコット
　　　(ポリエステル83%・ポリウレタン17%)
※5着からご注文を承ります。

サイズ
M
L

バスト対応
79～87cm
86～94cm

身長対応
154～162cm
162～170cm

S-IHN
2WAYショートインナーハイネック　¥3,960(税込)
サイズ／M、L
カラー／ホワイトのみ
素材／吸水速乾2Wayトリコット
　　　(ポリエステル83%・ポリウレタン17%)

伸縮性のある生地です。吸汗性・速乾性に優れ、
最高のUVカット指数を備えたドライマスター素材を採用。
真夏の強い日差しを受ける応援に最適です。
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UNDER WEAR
アンダーウエア

切替無しのスルータイプ

WH

BU20

BK MGY17 LA17 BO17 RE17 PI23 YE23 MA NV22 GR22

サイズ
M-L
L-LL

ヒップ対応
85～98cm
90～103cm

身長対応
150～165cm
155～170cm

HNF ハイネックシャツ
¥2,530(税込)
サイズ／フリーサイズ
カラー／ホワイト・ブルー
素材／綿・スパンデックス

★ハイネックシャツ
　参考出来上がり寸法

サイズ
M
L

ヒップ対応
85～93cm
90～98cm

ショートスパッツ・アンダースコートサイズ対応

抗菌
防臭

抗菌
防臭

オールシーズン着用できる
フリーサイズインナー
伸縮性のある生地です。

SSP ショートスパッツ
¥2,640(税込)
サイズ／M・L
カラー／ブルー・レッド
素材／スムース(ナイロン100%)

US アンダースコート
¥1,870(税込)
サイズ／M、L
カラー／ブルー、レッド
素材／スムース(ナイロン100%)

RG-03 ストッキング
¥550(税込)
サイズ／MーL、LーLL
カラー／スイートベージュ
素材／ナイロン・ポリウレタン

BS-1003 バズソックス(足底サポート付)
¥990(税込)
サイズ／23～25cm
カラー／BU20・WH・BK・MGY17・LA17・BO17・RE17・TB17・DBU・MA・NV22・GR22
素材／綿･アクリル･ナイロン･ポリウレタン

肩幅
バスト
着丈
袖丈

41.5cm
92cm
60cm
54cm
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BATON TOOL
バトンツール

SH シャーベットスペシャル(細)
¥6,050(税込)
重量／206g(26インチ)
サイズ／16,18,20～32インチ
交換用ボール&ティップ ¥1,540(税込)

SL スターレットバトン(細)
¥7,150(税込)
重量／208g(26インチ)
サイズ／16,18,20～30インチ
交換用ボール&ティップ ¥2,640(税込)

TS スーパースターバトンスイッカー(太)
¥8,580(税込)
重量／232g(26インチ)
サイズ／20,22～30インチ
交換用ボール&ティップ ¥2,915(税込)

SS スーパースターバトン(細)
¥8,470(税込)
重量／224g(26インチ)
サイズ／18,20,22～30インチ
交換用ボール&ティップ ¥2,915(税込)

SHM シャーベットMAWARE(太)
¥6,050(税込)
重量／230g(26インチ)
サイズ／20～32インチ
交換用ボール&ティップ ¥1,540(税込)

HQD ハケルバトン(太)
¥5,060(税込)
重量／250g(26インチ)
サイズ／18,20～30インチ
交換用ボール&ティップ ¥1,540(税込)

■バトンサイズ身長対応表 ※参考サイズです。レベルや好みで変わります。

HQ ハケルバトン(細)
¥5,060(税込)
重量／218g(26インチ)
サイズ／16,18,20～30インチ
交換用ボール&ティップ ¥1,540(税込)

バトンの長さ(インチ) 24インチ 25インチ 26インチ 27インチ 28インチ 29インチ 30インチ
バトンの長さ(cm) 61cm 63.5cm 66cm 68.5cm 71cm 74cm 76cm
対応身長(cm) 131-140cm 140-145cm 146-159cm 159-161cm 161-163cm 163-165cm 165-cm

手に馴染む
ツールは演

技の幅を広
げます。
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BATON TOOL
バトンツール

BTC-S ブリリアントケース S 
¥5,940(税込)
サイズ／幅8cm×高さ8cm×長さ78cm

・バトンとシューズ、ハンドタオル、レオタード等が入ります。

ストラップ　※本体に付属します　< 別売価格¥1,320(税込) > 

T502 フラッグバトン(大)
T503 フラッグバトン(小)
¥3,410(税込)　(大・小とも)
フラッグカラー／ブルー・レッド・イエロー・グリーン・ホワイト
バトン全長／(大)80cm　(小)70cm
フラッグサイズ／(大)60×70cm　(小)50×60cm
※フラッグ部分は別途オリジナルデザインでの製作も可能です。
　お見積り、ご提案は無料でいたします。

SF スターフラッグ
¥10,615(税込)
フラッグカラー／トリコロール
バトンサイズ／25・28・32インチ

TB トワールバトングリップ
¥726(税込)
カラー／ブラック
長さ／125cm
幅／27mm

FB フープバトン
　(プラスチックフレーム)
カラー／レッド・イエロー

22インチ　¥10,230(税込)
　直径580mm　重量360g

24インチ　¥10,450(税込)
　直径620mm　重量390g

26インチ　¥10,780(税込)
　直径690mm　重量430g

オレンジ

ピンク

ゴールド

ターコイズ

パープル

ミント

1 2 3 4 5 6 7

8

ライトブルー
シルバー

フクシャピンク ブラック

1　ブラック
2　ホワイト
3　ピンク
4　ライトピンク
5　アクアブルー
6　ライトブルー
7　レインボー
8　レッド

ラメ入り光沢のあるバトンケースです。
ストラップが付属します。
8色の中からお選びください。
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POM PON
ポンポン

シルバー

サックス

ピンク

ゴールド
(表面ゴールド・裏面シルバー)

演技のしやすい
アイディアグリップ

10色のテープを
組み合わせてつくる
オーダーメイドポンポン

(税込)より
1組(2ヶ)

<納期 : 2週間～1ヶ月>

カラーバリエーションの
ゴールド、シルバー以外の8色から
2色を組み合わせてつくるポンポン

※写真はホワイトと各色を合わせた参考です。
　レッド×ブルー、イエロー×グリーン
　など8色の中から自由にミックスして
　製作できます。

カラーミックス シルバーミックス
カラーバリエーションのシルバーと
他1色を組み合わせてつくるポンポン

ワンカラーポンポン
カラーバリエーションの中から単色で
つくるポンポン

Color Variation 
カラーバリエーション  10色カラーバリエーション  10色
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POM PON
ポンポン

○テープ幅の選択　ドリル(太) = 幅25mm　レギュラー(細) = 幅7mm
○ポンポンサイズの選択　SS・S・M・L・LLの5サイズがあります。
○カラーの選択　カラーバリエーション10色の中からご指定ください。
　　　　　　　   ミックスポンポンは2色選択してください。
○数量の指定　何組又は何ヶと指定して下さい。

ポンポンご注文時に決めて頂く事

テープ幅は2種類
から選択してください
※価格は一緒です。

レギュラー (細 )
テープ幅
7mm

ドリル (太 )
テープ幅
25mm

ブラック

レッド

ホワイト

ブルー

イエロー

グリーン

ゴールド単色 ￥3,080
(税込)

￥3,080
(税込)

￥3,520
(税込)

￥4,400
(税込)

￥5,060
(税込)

シルバー単色 ￥2,420
(税込)

￥2,420
(税込)

￥2,750
(税込)

￥3,410
(税込)

￥3,960
(税込)

品名 SS S M L LL

カラー単色 ￥2,090
(税込)

￥2,200
(税込)

￥2,530
(税込)

￥3,080
(税込)

￥3,630
(税込)

サイズ

ワンカラーポンポン　※1組(2ヶ)の価格です。

ゴールドミックス ￥3,520
(税込)

￥3,520
(税込)

￥3,960
(税込)

￥4,840
(税込)

￥5,610
(税込)

品名 SS S M L LL

シルバーミックス ￥3,080
(税込)

￥3,080
(税込)

￥3,520
(税込)

￥4,290
(税込)

￥4,840
(税込)

サイズ

カラーミックス ￥2,310
(税込)

￥2,420
(税込)

￥2,860
(税込)

￥3,520
(税込)

￥3,960
(税込)

ミックスポンポン　※1組(2ヶ)の価格です。

■1ヶ単位の販売もできます。
■ドリル (太 ) とレギュラー (細 ) ポンポンは同一価格です。

ポンポンは写真のように広がっていない
状態でのお届けとなります。
テープをほぐしてボリュームが出た状態
でご使用ください。

お届け時の状態について

カラーバリエーションのゴールドと
他1色を組み合わせてつくるポンポン

ゴールドミックス

約44cm 約50cm 約60cm ※約60cm

※LサイズはMサイズよりテープの本数が多いです。

約66cm

ポンポンサイズ

お申し込み・お問合せは

0120-024-252フリーダイヤル
(平日10時～18時)
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SHOES
シューズ

SN-515  ダンススニーカー 
¥10,780(税込)
サイズ／21,22～27cm(0.5cmピッチ)
カラー／ホワイト・ブラック
素材／合成皮革
シューズ袋付

シューズ袋付

ホワイト

ブラック

演技しやすいスプリットソール

通気性もアッ
プしたメッシ

ュタイプ

エアーソールで衝撃吸収
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SHOES
シューズ

BS  バトンシューズ
¥3,300(税込)
サイズ／17～20cm(1cmピッチ)
　　　／21～27cm(0.5cmピッチ)
カラー／ホワイト・ベージュ・ブラック
材質／布

日本サイズ(cm)

BLOCHサイズ
<ブロック>

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5

21.4 21.8 22.2 22.6 23.0 23.4 23.8 24.2 24.6 25.0 25.4 25.8 26.2 26.6

SO-403L ウルトラフレックスシューズ／SO-499L ゴアシューズ／BLOCH　サイズ対応表

EJ エバージャズシューズ
¥10,450(税込)
サイズ／20～30cm(1cmピッチ)
カラー／ベージュ・ブラック
素材／合成皮革・ポリウレタン

SO-499L ゴアシューズ
¥9,130(税込)
BLOCHサイズ規格
カラー／ブラック・ベージュ
サイズ／4～10.5
材質／牛革・ゴム

SO-403L ウルトラフレックスシューズ
¥8,800(税込)
BLOCHサイズ規格
カラー／ブラック
サイズ／5～10.5
素材／牛革

SN-2700 ジャズシューズ
¥9,240(税込)
サイズ／22～25cm(0.5cmピッチ)
カラー／ブラック
素材／牛革
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■FAX
■E-Mail
■ホームページ
■オンラインショップ

ホームページ オンラインショップ

…………………………
………………………

………………
………

03-5993-1315（24時間受付）
uniform@onso.co.jp
www.cheer.onso.co.jp
winbird.shop19.makeshop.jp

お申し込み・お問合せは

0120-024-252フリーダイヤル

<平日10時～18時　土・日・祝日休業>

〒114-0022　東京都北区王子本町2ー20－5
TEL 03-5993-1313　FAX 03-5993-1315

ウインバードユニフォーム

カタログ記載商品は下記の方法で
お申し込みください。

お支払いは商品到着後

ご注文はお電話、FAX、E-Mail、オンラインショップ
にて承ります。

○お電話の場合
　フリーダイヤルをご利用ください。
○FAXの場合
　同封のオーダーシートに必要事項記入の上お送りください。
○オンラインショップの場合
　一部商品はオンラインショップでも販売しております。

1. 配送中に事故等で傷や破損などが生じた場合、希望商品と異なる
商品が届いた場合はお引取り、お取替えいたします。お届け後10
日以内目安でご連絡をお願いいたします。

2. 商品のご返品はお届け後1週間以内にご連絡ください。オーダー
メイド商品等は性質上返品不可となります。

1. 代金は商品納入時に同封する郵便振込用紙にて最寄りの郵便局よ
りお振込みください。その他銀行振込も可能です。

2. 個人名にてお申し込みの場合は代金先払いにてお願いします。
3. お支払いが公費等で見積請求書が必要な場合はオーダーシートに
ご記載ください。

1. 商品によって納期がかわります。
2. ご使用日が決まっている場合やお急ぎの時は必ずご連絡ください
3. お申し込み頂いた時点で規定より納期がかかる場合は、弊社より
納品日のご連絡をいたします。

4. お申し込み金額が3万円(税抜)以上の場合送料は無料です。3万円
未満の場合は送料がかかります。

1. 印刷の為写真と実物の感じが異なる場合がございます。
2. 選べるカラー、サイズ等はカタログ表示をご確認の上お申し込み
ください。

3. 弊社チアユニフォームは学校部活動向けにデザインされているユ
ニフォームです。個人様への販売は行っておりません。学校、チ
ーム単位でのご注文をお願いいたします。

4. 価格、仕様は予告無しに変更する場合がございます。

1. ユニフォームなどの商品を実際にご覧になりたい場合や、サイズ
感など確認したい場合はサイズサンプル等お送りいたします。

2. サンプル貸し出し期間の目安は10日間以内です。

1. 製作いただいたユニフォームのマーク、デザインなどは全て控え
てございますが、マーク取り付け位置等の確認の為に現物をお送
り頂く場合がございます。

■ご注文に関してのご注意■ご注文に関してのご注意

■商品のお届けと送料■商品のお届けと送料

■お支払い方法■お支払い方法

■追加ご注文に関して■追加ご注文に関して

■商品サンプルについて■商品サンプルについて

■返品交換について■返品交換について

■ご注文方法■ご注文方法


