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サレジオ家族の皆さん 

新年度・新学期が始まりました。今回は、「ドン・ボスコ生誕 200 周年記念募金グッズ」の第 1 弾と

して、「ドン・ボスコ T シャツ」をご案内します。イベントで、クラブ・サークルで、ユニフォームと

して、サレジオ家族の「絆」を深めるアイテムとしてご活用ください。収益金は、サレジオ青年運動（SYM: 

Salesian Youth Movement）の活動支援に生かされます。皆様のご協力を心よりお願い申し上げます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ドン・ボスコ生誕 200 周年記念募金グッズ 

ドン・ボスコＴシャツ 注文書 （2015 年 4 月 1 日版） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

※受注生産のため、ご注文から納品まで約１ヵ月かかります。 

※表示価格は本体価格。別途消費税、送料がかかります。 

ドン・ボスコ社  〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-9-7  FAX 03-3351-5430 

注 文 書 
サイズごとの注文数を空欄に記入してください。 

※この特価は、下記 FAX 注文書でドン・ボスコ社宛にご注文の場合のみ有効です。 

●ドン・ボスコＴシャツ < ＤＢＪ > 

品番 生地色 140 150 160 Ｓ Ｍ Ｌ XL 
定価 
(税別) 

特価 注文数 

1R ロイヤルブルー        

￥1,800 

1R／1P／1L 

取り混ぜ可 

10 着以上で 

10％OFF 

小計 

 

 

   着 

1P ピーチ        

1L ライトブルー        

●ドン・ボスコＴシャツ < コラッジョ!! > 

品番 生地色 140 150 160 Ｓ Ｍ Ｌ XL 
定価 

(税別) 
特価 注文数 

2D デイジー        

￥1,800 

2D／2G／2R／2K 

取り混ぜ可 

10 着以上で 

10％OFF 

小計 

 

 

 

 

   着 

2G グリーン        

2R レッド        

2K ブラック        

団体名  担当者  

住所 

〒 

電話 
（      ） 

－ 



ドン・ボスコ生誕200周年記念募金グッズ〔第1弾〕

※この特価は、別紙FAX注文書でドン・ボスコ社宛にご注文の場合のみ有効です。
※受注生産のため、ご注文から納品まで約1ヵ月かかります。
※表示価格は本体価格。別途消費税、送料がかかります。

★同じデザインで色は取り混ぜ可、10着以上で10％OFF
※この割引率は1回のご注文ごとに適用されます。

2015.03.30

イベントで、クラブ・サークルで、ユニフォームとして。サレジオ家族の「絆」を深めるアイテムとして
ご活用ください。収益金は、サレジオ青年運動（SYM: Salesian Youth Movement）の活動支援に生
かされます。皆様のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。

●商品サイズ見方
　（仕上がり寸法：cm）

■ドン・ボスコTシャツ〈DBJ〉
　1R　ロイヤルブルー
　1P　ピーチ
　1L　ライトブルー
　
　定価1,800円＋税
　サイズ　140/150/160/S/M/L/XL
　100％綿　プリント　洗濯機可

■ドン・ボスコTシャツ〈コラッジョ!!〉
　2D　デイジー
　2G　グリーン
　2R　レッド
　2K　ブラック
　
　定価1,800円＋税
　サイズ　140/150/160/S/M/L/XL
　100％綿　プリント　洗濯機可

ドン・ボスコTシャツ カタログ

 ●Tシャツ商品サイズ　（仕上がり寸法：cm）

※商品生地の特性により、1cm前後の誤差が生じます。

サイズ

身　長

身　丈

身　巾

肩　巾

袖　丈

140

140

56

40

35

16

150

155

60

43

38

17

160

161.5

63

46

41

18

S

167

66

49

44

19

M

170

70

52

47

20

L

176

74

55

50

22

LL

182

78

58

53

24

身丈

身巾

肩巾
袖丈



ドン・ボスコTシャツ
〈DBJ〉

1R. 本体／ロイヤルブルー

　 刷り色／オレンジ（DIC160）・ホワイト（DIC583）

1L. 本体／ライトブルー

　 刷り色／グレー（DIC546）・ホワイト（DIC583）

1P. 本体／ピーチ

　 刷り色／パープル（DIC226）・ピンク（DIC50）

Tシャツ本体／「PrintStar」 Heavy Weight　3色
シルクスクリーン刷色／表面2色×1カ所（200×200mm）
　　　　　　　　　　 裏面1色×1カ所（40×40mm）　※「コラッジョ！！」Tシャツと共通

サイズ展開／140・150・160・S・M・L・XL



●Tシャツ「DBJ」おもてデザイン
　H200mm×W200mm（原寸）



Tシャツ本体／「PrintStar」 Heavy Weight　4色
シルクスクリーン刷色／表面2色×1カ所（200×200mm）
　　　　　　　　　　 裏面1色×1カ所（40×40mm）　※「DBJ」Tシャツと共通

サイズ展開／140・150・160・S・M・L・XL

2D. 本体／デイジー

　 刷り色／レッド（DIC564）・ブラック（DIC581B）

2R. 本体／レッド

　 刷り色／ホワイト（DIC583）・ライトアクア（DIC18）

2K. 本体／ブラック

　 刷り色／レッド（DIC564）・ホワイト（DIC583）

2G. 本体／グリーン

　 刷り色／ライトグリーン（DIC642）・イエロー（DIC568）

ドン・ボスコTシャツ
「コラッジョ！！」



●Tシャツ「コラッジョ！！」おもてデザイン
　H200mm×W200mm（原寸）

日本語訳：

CORAGGIO!! …勇気を出して！！

DI ANIMA COME STAI? …心も元気？

BENISSIMO! …ちょー元気！

Il sogno di don bosco continua… …ドン・ボスコの夢は続く



2D. 本体／デイジー

　 刷り色／レッド（DIC564）・

2R. 本体／レッド

　 刷り色／ライトアクア（DIC18）

2K. 本体／ブラック

　 刷り色／レッド（DIC564）

2G. 本体／グリーン

　 刷り色／ライトグリーン（DIC642）

1R. 本体／ロイヤルブルー

　 刷り色／ホワイト（DIC583）

1L. 本体／ライトブルー

　 刷り色／グレー（DIC546）

1P. 本体／ピーチ

　 刷り色／ピンク（DIC50）

●Tシャツ「DBJ」「コラッジョ！！」共通　うら首元デザイン



●Tシャツ「DBJ」「コラッジョ！！」共通　うら首元デザイン
　H40mm×W40mm（原寸）


