
【 エプロン Apron 】

着　

男性

女性

　　　　有　　　・　　　無　 ※有料オプション

【 アクセント Accent 】　※該当製品のみのオプション

【 刺繍 】　※文字刺繍1行無料(文字数制限有）

A：20文字まで

B：10文字まで

※アクセント選択の場合は A のみ

（埋込式ポケットの為）

ユフ精器記入欄

PO# STYLE

 背面 　/  　0.25　　・　　0.35　　・　　0.5

アウトラスト

S M L XL

 前面    /  　0.25　　・　　0.35　　・　　0.5

生地、デザインは予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。

プライマリーカラー（　　    　 　 　 ）　 アクセントカラー（ 　 　     　　　）　 裏地（　　  　  　　  ） 　フチ（　 　      　 　）

ポケット

文字刺繍  要（　　　　　   　　　 　　　　　　　　　　    　　　　　　  　）・無

刺繍位置 A　　or　　B

ご注文はメール：xray.info@yufu.co.jp　FAX：03-3811-9000までお願いします

 要（左胸）　・　　　　無　

書体 ブロック体　・　筆記体

エプロンオーダーシート
発注年月日 年　　　　　　　　　月　　　　　　　　日

病院名 / 診療科 　　　 　　　　　　　　　    　　　/　　　　　　　　科　　　　　　　　　様

文字色  （　　         　　　　　）

ご注文から、約2か月程お時間頂きます。

商品コード 数量 Qty

防護材種類
コストクランチャー(鉛)  ・  トゥルーライト(硬鉛)   ・   バイレイヤー(無鉛)

鉛当量

サイズコード

〇を付けて下さい

カラー番号   　表地（　　　 　 　　）　裏地（　　　  　　　）　フチ（　　 　　　　）

ワイドストレッチベルトサイズ　（F111タイプ　付属品） WSB-（　　　　　　　）

フチカラーのご指定が無い場合は黒になります。

御社名 / 営業所 　 　　　　　  　　 /　　　　　　　　ご担当者

絵柄刺繍 要（　　         　　）・無

〇を付けて下さい

Protection style

Level

〇を付けて下さい
Front

Back

Color# Outside Lining Binding

Belt size for F111 aprons

Primary color Accent Secondary Lining

Pocket

Letters

Portion of letters

Style for letters Block Script

No

Truelite BilayerCostcruncher

Binding

Yes No

Logo Yes No

color for letters

Yes

F111･EURO･VK･PVKの

背面0.35･0.5は追加料金がかかります。

Outlast Yes NoOutlast



【ネックガード　Thyroid】

数量 Qty 個

　　　　有　　　・　　　無　 ※有料オプション

【 アクセント　Accent 】　※該当製品のみのオプション

【 キャップ　Cap 】

 数量　Qty 個

　　　　有　　　・　　　無　 ※有料オプション

ユフ精器記入欄

PO# STYLE

ブロック体　　・　　筆記体 文字色

ネックガード・キャップ　オーダーシート

ご注文から、約2か月程お時間頂きます。

商品コード

発注年月日 年　　　　　　　　　月　　　　　　　　日

病院名 / 診療科 　　　 　　　　　　　　　　　    　　　/　　　　　　　　　科　　　　　　　　　　様

御社名 / 営業所 　 　　　　　  　　 /　　　　　　　　ご担当者

防護材種類
コストクランチャー(鉛)  ・  トゥルーライト(硬鉛)   ・   バイレイヤー(無鉛)

鉛当量 

文字刺繍 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　）・　無

　　0.25　　・　　0.35　　・　　0.5

カラー番号   　表地（　　　 　　　　）　裏地（　　　　 　　　）　フチ（　　　　　　　）

アウトラスト

生地、デザインは予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。

文字色  （　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　）・　無

※刺繍は文字数制限がございます。

文字刺繍

ブロック体　　・　　筆記体書体

頭頂部 メッシュ　　・　　生地（防護材有り）

　　　0.35　　　・　　　0.5

 （　　　　　　　　　　　　）

ご注文はメール：xray.info@yufu.co.jp　FAX：03-3811-9000までお願いします

アウトラスト

防護材種類 バイレイヤー(無鉛)のみ

鉛当量

カラー番号   　表地（　　　 　　　　）　裏地（　　　　 　　　）　フチ（　　　　　　　）

プライマリーカラー（　　　　　　）　 アクセントカラー（　　　　　　）　 裏地（　　　　　　） 　フチ（　　　　　　）

商品コード

フチカラーのご指定が無い場合は黒になります。

書体

〇を付けて下さい
Protection style

Level
〇を付けて下さい

Color# Outside Lining Binding

Primary color Accent Secondary Lining

Truelite BilayerCostcruncher

Binding

Outlast Yes No

Level

Outlast Yes No

〇を付けて下さい

Color# Outside Lining Binding

Top FabricMesh

BilayerProtection style

Letters No

Style for letters Script color for lettersBlock

Letters No

Style for letters Script color for lettersBlock

Outlast



【スリーブ Sleeve】

数量 Qty 個

　　　　有　　　・　　　無　 ※有料オプション

【レッグワーム Leg Wrap】

 数量 Qty 個

　　　　有　　　・　　　無　 ※有料オプション

ユフ精器記入欄

PO# STYLE

防護材種類
コストクランチャー(鉛)  ・  トゥルーライト(硬鉛)   ・   バイレイヤー(無鉛)

ご注文はメール：xray.info@yufu.co.jp　FAX：03-3811-9000までお願いします

生地、デザインは予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。

文字刺繍 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　）・　無

書体 ブロック体　　・　　筆記体 文字色  （　　　　　　　　　　　　）

鉛当量

カラー番号   　表地（　　　 　　　　）　裏地（　　　　 　　　）　フチ（　　　　　　　）

寸法 膝周り（　　　　　）㎝　足首周り（　　　　　）㎝　すね（　　　　　）㎝

アウトラスト

アウトラスト

文字刺繍 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　）・　無

フチカラーのご指定が無い場合は黒になります。

商品コード

スリーブ取付 　左肩　　・　　右肩　　・　　両肩 着脱式 ・ 縫込み式

防護材種類 バイレイヤー(無鉛)のみ

鉛当量 

カラー番号   　表地（　　　 　　　　）　裏地（　　　　 　　　）　フチ（　　　　　　　）

　　0.25　　・　　0.35　　・　　0.5

※刺繍は文字数制限がございます。

　　0.25　　・　　0.35　　・　　0.5

御社名 / 営業所 　 　　　　　  　　 /　　　　　　　　ご担当者

スリーブ・レッグ　アクセサリーオーダーシート
発注年月日 年　　　　　　　　　月　　　　　　　　日

病院名 / 診療科 　　　 　　　　　　　　　　　    　　　/　　　　　　　　　科　　　　　　　　　　様

書体 ブロック体　　・　　筆記体 文字色  （　　　　　　　　　　　　）

ご注文から、約2か月程お時間頂きます。

商品コード

Level
〇を付けて下さい

Color# Outside Lining Binding

Outlast Yes No

Level

Outlast Yes No

〇を付けて下さい

Color# Outside Lining Binding

Letters No

Style for letters Script color for lettersBlock

Letters No

Style for lettes Script color for lettersBlock

BilayerProtection style

Truelite BilayerCostcruncher

Size Knee Ankle Lengs

〇を付けて下さい
Protection style

〇を付けて下さい



ご注文から、約2か月程お時間頂きます。裏面のご注意事項をご確認下さい。

【プリンセスベスト princess vest】

数量
着

サイズ

サイズコード

前面
0.25　　・　　0.35　　・　　0.5

背面
0.25　　・　　0.35　　・　　0.5

　　　　有　　　・　　　無　 ※有料オプション

　※フチカラーのご指定が無い場合は黒になります。

【 刺繍 】　※文字刺繍1行無料(文字数制限有）

ポケット

文字刺繍

刺繍位置
絵柄刺繍

書体 文字色

A（文字）

 10文字以内 記号・スペース含む

ポケット

(左右) C（絵柄）

刺繍サンプル一覧より選択

※スリーブ取付不可の製品となります。

ユフ精器記入欄

PO# STYLE

2021.02

プリンセスベスト オーダーシート
発注年月日 年　　　　　　　　　月　　　　　　　　日

病院名 / 診療科 　　　 　　　　　　　　　　　    　　　/　　　　　　　　　科　　　　　　　　　　様

御社名 / 営業所 　 　　　　　  　　 /　　　　　　　　ご担当者

-FL

L XL

商品コード

サイズコード

〇を付けて下さい

S M

※製品の仕様により以下の生地は選択不可となります。表生地：1～221、559～569　裏生地：306、570～575、700～905

防護材種類
コストクランチャー(鉛)  ・  トゥルーライト(硬鉛)   ・   バイレイヤー(無鉛)

ご注文はメール：xray.info@yufu.co.jp　FAX：03-3811-9000までお願いします

カラー番号

生地、デザインは予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。

　　　　要　・　無　　　　ポケットは左右に付きます。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　）・無

A のみ  要（　　　　　　　　　　　　　　）・無

ブロック体　　・　　筆記体 　  （　　　　　　 　　　　　　　　　）

 表地（　　　　　　　　）　裏地（　　　　　　　　）　フチ（　　　　　　　　）

鉛当量

背面0.35、0.5は追加料金がかかります。

アウトラスト

-D -E -F

〇を付けて下さい

Protection style

Level

〇を付けて

下さい

Front

Back

Color#

Qty

OutsideLining Binding

Pocket

Yes No

NoYes

Letters

Portion of 
letters

Style for 
letters Block Script

No

color for 
letters

Logo

Color# OutsideLining Binding

Truelite BilayerCostcruncher

Outlast Yes No



プリンセスベストは、女性用の特殊な形状になっております。

形状・生地の材質、製造工程の都合上、選択が出来ない生地がございますので、

選択不可の生地番号をご確認下さい。

表生地　選択不可：1～221、559～569

※生地が薄く、プリンセスベストで使用すると構造上、破れたり裂けてしまう場合があります。

裏生地　選択不可：306、570～575、700～905

※裏生地にすると蒸れやすい素材の為、選択不可としております。

スリーブの取付不可について。

プリンセスベストは、スリーブ取付が出来ません。

スリーブの取付をご希望の場合、他のベストでの対応となります。

刺繍位置について

所定の位置のみご案内となっております。

その他の場所への刺繍は別途ご相談下さい。（追加料金がかかります。）

※キルト(スカート)は通常のVKタイプ、PVKタイプと同じ物になります。

ユフ精器株式会社　〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-20　TEL：03-3811-1131

ホームページ　https://www.yufu.co.jp/

2021.02

プリンセスベスト 注意事項


