
「親子リング®」　オーダーシート　＊印は必須項目です。＊3本以上ご注文の際は本シートをコピーの上ご利用下さい。

*お 名 前 ：

*ご 住 所 ：〒

*電話番号（携帯可）： Eﾒｰﾙ：
＊発送連絡など、メール連絡ご希望の際は「Eメール」欄にご記入下さい。＊フリーメール･携帯メールはフィルタ等を外してご利用下さい。

＊お届け先が上記以外の場合、お届け先を下の欄にご記入下さい。

*お 名 前 ： *電話番号（携帯可）：

*発 送 先 ：〒

ご注文内容 　＊P4にリングのサイズ表と、サイズ簡易計測法の記載があります。

① リングのデザイン ： ご希望のセットに○印を付けて下さい。

② 地金素材（○印をお願いします）＊SV925ホワイトと10金18金WGはロジウムコーティング、SV925ピンク･イエローは各色コーティング加工を施します。

③ ベビー用サイズをご記入下さい。（#-20～#5）

④ 誕生石またはパールの色をご記入下さい。 ＊ 誕生石・パール一覧

⑤ 刻印内容 枠内に日付やお名前などご記入下さい。(ベビーサイズは15文字まで)　＊字体・特殊文字・半角全角のご指定は未対応です。(♡と☆のみ可)

⑥ ママ用サイズをご記入下さい。（#6～#17）

⑦ ママ用の誕生石またはパールの色をご記入下さい。 ＊ 誕生石・パール一覧

⑧ ママ用の刻印内容 枠内にご記入下さい。(基本サイズは20文字まで)　＊字体・特殊文字・半角全角のご指定は未対応です。(♡と☆のみ可)

⑨ お支払い方法

　代金引換　/　お振込み（ご入金確認後の製造開始となります） ＊お振込み先や手数料等は「裏表紙」をご参照下さい。

　備考：

以上でお手続きは完了です。ＦＡＸまたは封書にてお申し込みください。　念のため控え（コピー）をお取り下さい。

ご注文頂きまして誠にありがとうございます。（納期は注文書到着から約3～４週間 、 オーダー生産の為、キャンセル・返品はご遠慮下さい）

ＦＡＸ番号：０３－５５３１－１００６ P5

       ふりがな

ご記入日　　　　　　　年　　　　月　　　　日
様

サイズ ：  ＃ 番

クラウンライン セット / パールライン セット / エンジェル セット / パールエンジェル セット

【SV925 ホワイト / ピンク / イエロー】 ・ 【10金 WG / PG / YG】 ・ 【18金 WG / PG / YG】 ・ 【プラチナ900】

       ふりがな

様

サイズ ：  ＃ 番

誕生石またはパール　　　　月

　　石名：

1月ｶﾞｰﾈｯﾄ、2月ｱﾒｼﾞｽﾄ、3月ｱｸｱﾏﾘﾝ、4月ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ（ｸﾗｳﾝﾗｲﾝはｷｭｰﾋﾞｯｸｼﾞﾙｺﾆｱ）、
5月ｴﾒﾗﾙﾄﾞ、6月ﾑｰﾝｽﾄｰﾝ、7月ﾙﾋﾞｰ、8月ﾍﾟﾘﾄﾞｯﾄ、9月ｻﾌｧｲﾔ、10月ﾋﾟﾝｸﾄﾙﾏﾘﾝ、
11月ｼﾄﾘﾝ、12月ﾀﾝｻﾞﾅｲﾄ　＊パールラインとパールエンジェルは、ホワイトパールかピンクパール

誕生石またはパール　　　　月

　　石名：

1月ｶﾞｰﾈｯﾄ、2月ｱﾒｼﾞｽﾄ、3月ｱｸｱﾏﾘﾝ、4月ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ（ｸﾗｳﾝﾗｲﾝはｷｭｰﾋﾞｯｸｼﾞﾙｺﾆｱ）、
5月ｴﾒﾗﾙﾄﾞ、6月ﾑｰﾝｽﾄｰﾝ、7月ﾙﾋﾞｰ、8月ﾍﾟﾘﾄﾞｯﾄ、9月ｻﾌｧｲﾔ、10月ﾋﾟﾝｸﾄﾙﾏﾘﾝ、
11月ｼﾄﾘﾝ、12月ﾀﾝｻﾞﾅｲﾄ　＊パールラインとパールエンジェルは、ホワイトパールかピンクパール

←全て英数字の場合のみ25文字（黒枠）までＯＫ！
↑ベビーサイズの刻印は

15文字（赤枠）まで



カンタン♪　リングサイズのはかり方！ （簡易計測法）

下記ＵＲＬまたはＱＲコードからお進みください。

＊当社の「サイズ計測器（特許出願）」の利用は、サイズ計測の為に個人使用目的でのみご利用いただけます。

計測方法URL：https://omamoring.com/size.html#sizepage

ネットへの接続が難しい場合は、下記の方法でも計測いただけます。

★必要なもの★

① ひも：伸縮しないもの

② ペン：ひもにしっかり目印をつけられる油性ペンがベスト

③ 定規：最低ミリ単位がわかるもの（0.1ｍｍ単位がベスト）

★はかり方★

１、リング装着予定の指に「ひも」を巻いて、ひもが重なった部分にペンで印を付けます。

　　＊はかる場所は通常、指の第二関節です。（指の一番太い部分）

２、印を付けた２か所の長さ（円周）を定規ではかってください。

　　はかった長さより円周の大きいリングサイズを下の表から選んでください。

　　＊例：はかった長さ47.8ｍｍ → 8番　　＊サイズは1番単位です。

★注意点★

＊伸縮するひもではかると、実際のサイズと大きく異なる場合があります。

＊きつく（ゆるく）はかった場合は誤差がでます。しっくりくる感じがベストです。

＊朝と夜や、季節によって誤差がでる場合があります。また、簡易計測法は計測状況によって実際と異なる場合があります。

＊正確なサイズ計測は、専用のリングゲージか、㈱グラッシーのサイズ計測器をご利用下さい。

★リングサイズ表 ミリ単位　（概寸）★

ベビーサイズ＊1 基本サイズ Ｌサイズ

円周（ｍｍ） 直径(mm) サイズ ＊2 円周（ｍｍ） 直径(mm) サイズ 円周（ｍｍ） 直径(mm) サイズ

27.2 8.66 ＃-12 46.1 14.66 ＃6 58.6 18.66 ＃18

28.2 9 ＃-11 47.1 15 ＃7 59.7 19 ＃19

29.3 9.33 ＃-10 48.2 15.33 ＃8 60.7 19.33 ＃20

30.3 9.66 ＃-9 49.2 15.66 ＃9 61.8 19.66 ＃21

31.4 10 ＃-8 50.3 16 ＃10 62.8 20 ＃22

32.4 10.33 ＃-7 51.3 16.33 ＃11 63.9 20.33 ＃23

33.5 10.66 ＃-6 52.3 16.66 ＃12

34.5 11 ＃-5 53.4 17 ＃13 特注サイズ（別途お見積り）

54.4 17.33 ＃14 円周（ｍｍ） 直径(mm) サイズ

ベビー（ピンキー）サイズ 55.5 17.66 ＃15 64.9 20.66 ＃24
円周（ｍｍ） 直径(mm) サイズ 56.5 18 ＃16 65.9 21 ＃25

35.6 11.33 ＃-4 57.6 18.33 ＃17 67 21.33 ＃26

36.6 11.66 ＃-3 68 21.66 ＃27

37.7 12 ＃-2 69.1 22 ＃28

38.7 12.33 ＃-1 70.1 22.33 ＃29

39.7 12.66 ＃0 71.2 22.66 ＃30

40.8 13 ＃1

41.9 13.33 ＃2

42.9 13.66 ＃3  ＊1 ベビーサイズは、製造企画元である㈱グラッシーが独自に開発した規格です。

44 14 ＃4  ＊2 ㈱グラッシーでは、サイズの単位「＃１」を「１番」と呼びます。「１号」と同じサイズの単位です。

45 14.33 ＃5       「10号」と「15」など聞き間違い防止および確認作業の円滑化に努めております。

https://omamoring.com/size.html#sizepage

	oyakoringorder
	size



