
対応可能色
紫・紺

サイズ
大：79cm×49cm
中：65cm×40cm
小：57cm×35cm
※サイズに関わらず約6cmの房が付きます。

①共進会名

②審査員氏名

③開催年月日（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）
・西暦
・和暦

④主催者名称（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）

⑤賞内訳

合計枚数

年　　　　　月　　　　　日

サイズ 色 枚数 合計
大 紫 各1 2
中 紺 各1 2

例1：乳用牛の部
例2：乳用牛の部 Rグランドチャンピオン、Rジュニアチャンピオン

部 賞　名
グランドチャンピオン、ジュニアチャンピオン

別紙　バナー注文書

２０XX



別紙　バナー（ローマ字表記）注文書
①共進会名

②審査員氏名（ローマ字にてご記入願います）
・Mｒ
・Mｓ

③開催年月日（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）

④主催者名称（ローマ字又は英語表記にて、ご記入願います。）

⑤賞内訳

対応可能色
紫・紺

サイズ
大：79cm×49cm
中：65cm×40cm
小：57cm×35cm
※サイズに関わらず約6cmの房が付きます。

合計枚数

色 サイズ 枚数 小計
紫 大 1 1

エンジ 小 1 1例2：
例1：

賞　名部

HONORABLE MENTION
GRAND CHAMPION

２０XX

２０ＸＸ



色 枚数
紫 1例：肉用牛の部

賞　名部
名誉賞

①牛の顔 ②文字列方向

③共進会名

④開催年月日（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）
・西暦
・和暦

⑤主催者名称（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）

⑥賞内訳

対応可能色
紫・紺

サイズ
乳牛用：180cm×45cm
和牛用：150cm×30cm
※サイズに関わらず約6cmの房が付きます。

合計枚数

年　　　　　月　　　　　日　　

縦書　・　横書乳牛　・　肉牛

別紙　肩掛け注文書



色 枚数
紫 1例：未経産の部

賞　名部
名誉賞

別紙　花リボン注文書 ①牛の顔

②共進会名

③開催年月日（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）
・西暦
・和暦

④主催者名称（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）

⑤賞の内訳

対応可能色
紫・紺・赤・緑・黄
橙・水色・ピンク・白

乳牛　・　肉牛

年　　　　　月　　　　　日　

合計枚数

20XX



対応可能色
紫・紺・赤・緑・黄
橙・水色・ピンク・白

①牛の顔

②共進会名

③開催年月日（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）
・西暦
・和暦

④主催者名称（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）

⑤賞の内訳

乳牛　・　肉牛

年　　　　　　　月　　　　　　　日　　　

合計枚数

色 枚数 合計
紺 各1 10

ピンク 各1 4

例1：第１～１０部
例2：第７～１０部 ベストアダー賞

部 賞　名
１等賞

別紙　入賞リボン注文書

20XX



賞 数量
名誉賞 1
名誉賞 1

例1：ＮＯ－２１４１Ａ
例2：ＮＯ－２１４１Ｂ 未経産牛の部

カップ品番 部
経産牛の部

○○○共進会
〇〇〇の部
○○○賞

○年○月○日
主催○○○○

商品はサンレオカタログにて参照願います。
SUNLEO（サンレオ）
https://www.sunleo.gr.jp/catalog/42/intro_pc.html#

①共進会名

②開催年月日（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）
・西暦
・和暦

③主催者名称（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）

④賞の内訳

年　　　　　月　　　　　日

合計個数

別紙　カップ注文書



賞 数量
１等賞 10
２等賞 10

例1：ＴＲ－２３２５Ａ
例2：ＴＲ－２３２５Ｂ 第１部～第１０部

トロフィー品番 部
第１部～第１０部

別紙　トロフィー注文書

肉牛 乳牛

○○○共進会
〇〇〇の部
○○○賞
○年○月○日
主催○○○○

商品はサンレオカタログにて参照願います。
SUNLEO（サンレオ）
https://www.sunleo.gr.jp/catalog/42/intro_pc.html#

トップ人形交換単価

①トップ人形交換（交換可能モデルのみの対応） 女神：無料
乳牛：5５０円（税込）
肉牛：5５０円（税込）

②共進会名

③開催年月日（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）
・西暦
・和暦

④主催者名称（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）

⑤賞の内訳

女神　・　肉牛　・　乳牛

年　　　　　月　　　　　日

合計個数



賞 数量
名誉賞 1
準名誉賞 1

例1：ＡＴ－２４８７Ａ
例2：ＡＴー２４８７Ｂ 経産牛の部

カップ品番 区分
経産牛の部

商品はサンレオカタログにて参照願います。
SUNLEO（サンレオ）
https://www.sunleo.gr.jp/catalog/42/intro_pc.html#

合計個数

○○○共進会
〇〇〇の部
○○○賞
○年○月○日
主催○○○○

①共進会名（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）

②開催年月日（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）
・西暦
・和暦

③主催者名称（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）

④賞の内訳

年　　　　　月　　　　　日　　　

別紙　楯注文書



賞 数量
ベストショウマン賞 1

１等賞 10
例1：ＴＲZ－２３３８Ａ（トロフィー）
例2：ＡＴＺ－２４９５Ａ（楯） 第１部～第１０部

トロフィー品番 部

別紙　トロフィー・楯（メダル型）注文書

○○○共進会
〇〇〇の部
○○○賞
○年○月○日
主催○○○○

肉牛 乳牛

①メダル交換（交換可能モデルのみの対応）

商品はサンレオカタログにて参照願います。
SUNLEO（サンレオ）
https://www.sunleo.gr.jp/catalog/42/intro_pc.html#

②共進会名

③開催年月日（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）
・西暦
・和暦

④主催者名称（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）

⑤賞の内訳

合計個数

肉牛　・　乳牛　・　その他（　　　　　　　）

年　　　　　月　　　　　日



賞 数量
ベストリードマン賞ジュニアリードマンコンテストの部 1例：ＭＹ－９９９０Ｇ（金）

トロフィー品番 部

①メダル交換（交換可能モデルのみの対応）

②共進会名

③開催年月日（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）
・西暦
・和暦

④主催者名称（別紙合計注文書と同様の場合記入不要です。）

⑤賞の内訳

ケースサイズ：１７０ｃｍ×１１０ｃｍ×２４ｃｍ
メダル外側色：G（金）・S（銀）・C（銅）
※交換メダルの色はすべて金です。

合計個数

肉牛　・　乳牛　・　その他（　　　　　　　）

年　　　　　月　　　　　日

商品はサンレオカタログにて参照願います。
SUNLEO（サンレオ）
https://www.sunleo.gr.jp/catalog/42/intro_pc.html#

肉牛 乳牛

○○○共進会
〇〇〇の部
○○○賞
○年○月○日
主催○○○○

別紙　メダル（スタンドケース付）注文書
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