
　　　　年　　　　　月　　　　　日　ごろ
ふりがな

お名前 丁
（★必須）

※ □ ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽへのチェック☑は〇で囲ってもらいても良いので
------ 容易に判断できるようにお願いします。

〒
□　理容師 □　その他は下記へ

ご住所 □　美容師
（★必須） □　トリマー

□　宅配サービス・スタンダードコース
------ □　宅配サービス・特急コース
電話番号 □　出張サービス
（★必須） サービスの詳細はHPでご確認ください □　お持込み

※連絡可能な連絡先をお知らせください

------
メールアドレス □前回のハサミ研ぎのご感想など □お支払い方法についてご要望
　又は □砥師へのメッセージ □希望配達時間など

ケータイ番号

（★必須）

------
お勤め先
店名など

ふりがな

お届け先の

お名前

------
〒

返送先

------

電話番号

□ベース □ブラント □荒刈 □仕上げ □その他は下記へ記入 □ベース □ブラント □荒刈 □仕上げ □その他は下記へ記入
□スライド □ストローク □直鋏 □刈上げ □スライド □ストローク □直鋏 □刈上げ
□セニング □ブレンディング□カーブ・アール □セニング □ブレンディング□カーブ・アール
メーカーや商品名・特徴など 他の鋏と区別出来るように お書きください メーカーや商品名・特徴など 他の鋏と区別出来るように お書きください

□切れなくなった　 □刃こぼれがある □切れなくなった　 □刃こぼれがある
□毛が逃げる □毛を噛む・挟む □毛が逃げる □毛を噛む・挟む
□毛がひっかかる □落とした □毛がひっかかる □落とした

□その他の気になる所は下記にお願いします □その他の気になる所は下記にお願いします

□ブラント □刈上げ □直ばさみ □ブラント □刈上げ □直ばさみ
□その他の技法は下記へ □ベース □チョップ □オールマイティ □その他の技法は下記へ □ベース □チョップ □オールマイティ

□ドライカット □スライド □ストローク □ドライカット □スライド □ストローク
□トリミング □荒刈 □仕上げ □トリミング □荒刈 □仕上げ
□すき □毛量調整 □質感調整 □すき □毛量調整 □質感調整

□上記 症状の改善 □上記 技法に合せて □上記 症状の改善 □上記 技法に合せて
□その他ご要望は下記にお願いします □お任せ □その他ご要望は下記にお願いします □お任せ

20181228-1 送り先　〒634-0812　奈良県橿原市今井町２丁目１１-３８　シザーズ倭　ノダヒデユキ　０９０(８５２５)２９８９　宛

★職業

【はさみ研ぎ　ご注文シート】 №1 ご注文予定日

★お客様の事 ★お送りいただくシザーの数

★その他メッセージ・ご要望・・ご感想など

★ご利用になるサービス

※返送先が上記と異なる場合のみご記入ください ★お届け先

①ハサミの種類 ★〔　1　丁目〕のハサミについて ①ハサミの種類 ★〔　2　丁目〕のハサミについて

②鋏の気になる所
(現在の症状)

②鋏の気になる所
(現在の症状)

③カット技法や
使い方

☑は少ない程専用の研ぎ方ができます ③カット技法や
使い方

☑は少ない程専用の研ぎ方ができます

④リクエストや
メッセージ

☑は少ない程専用の研ぎ方ができます ④リクエストや
メッセージ

☑は少ない程専用の研ぎ方ができます



□ベース □ブラント □荒刈 □仕上げ □その他は下記へ記入 □ベース □ブラント □荒刈 □仕上げ □その他は下記へ記入
□スライド □ストローク □直鋏 □刈上げ □スライド □ストローク □直鋏 □刈上げ
□セニング □ブレンディング□カーブ・アール □セニング □ブレンディング□カーブ・アール
メーカーや商品名・特徴など 他の鋏と区別出来るように お書きください メーカーや商品名・特徴など 他の鋏と区別出来るように お書きください

□切れなくなった　 □刃こぼれがある □切れなくなった　 □刃こぼれがある
□毛が逃げる □毛を噛む・挟む □毛が逃げる □毛を噛む・挟む
□毛がひっかかる □落とした □毛がひっかかる □落とした

□その他の気になる所は下記にお願いします □その他の気になる所は下記にお願いします

□ブラント □刈上げ □直ばさみ □ブラント □刈上げ □直ばさみ
□その他の技法は下記へ □ベース □チョップ □オールマイティ □その他の技法は下記へ □ベース □チョップ □オールマイティ

□ドライカット □スライド □ストローク □ドライカット □スライド □ストローク
□トリミング □荒刈 □仕上げ □トリミング □荒刈 □仕上げ

□すき □毛量調整 □質感調整 □すき □毛量調整 □質感調整

□上記 症状の改善 □上記 技法に合せて □上記 症状の改善 □上記 技法に合せて
□その他ご要望は下記にお願いします □お任せ □その他ご要望は下記にお願いします □お任せ

□ベース □ブラント □荒刈 □仕上げ □その他は下記へ記入 □ベース □ブラント □荒刈 □仕上げ □その他は下記へ記入
□スライド □ストローク □直鋏 □刈上げ □スライド □ストローク □直鋏 □刈上げ
□セニング □ブレンディング□カーブ・アール □セニング □ブレンディング□カーブ・アール
メーカーや商品名・特徴など 他の鋏と区別出来るように お書きください メーカーや商品名・特徴など 他の鋏と区別出来るように お書きください

□切れなくなった　 □刃こぼれがある □切れなくなった　 □刃こぼれがある
□毛が逃げる □毛を噛む・挟む □毛が逃げる □毛を噛む・挟む
□毛がひっかかる □落とした □毛がひっかかる □落とした

□その他の気になる所は下記にお願いします □その他の気になる所は下記にお願いします

□ブラント □刈上げ □直ばさみ □ブラント □刈上げ □直ばさみ
□その他の技法は下記へ □ベース □チョップ □オールマイティ □その他の技法は下記へ □ベース □チョップ □オールマイティ

□ドライカット □スライド □ストローク □ドライカット □スライド □ストローク
□トリミング □荒刈 □仕上げ □トリミング □荒刈 □仕上げ
□すき □毛量調整 □質感調整 □すき □毛量調整 □質感調整

□上記 症状の改善 □上記 技法に合せて □上記 症状の改善 □上記 技法に合せて
□その他ご要望は下記にお願いします □お任せ □その他ご要望は下記にお願いします □お任せ

20181228-1 送り先　〒634-0812　奈良県橿原市今井町２丁目１１-３８　シザーズ倭　ノダヒデユキ　０９０(８５２５)２９８９　宛

【はさみ研ぎ　ご注文シート】 №2　　※3丁以上の時お使いください

①ハサミの種類 ★〔　 　丁目〕のハサミについて ①ハサミの種類 ★〔　 　丁目〕のハサミについて

②鋏の気になる所
(現在の症状)

②鋏の気になる所
(現在の症状)

④リクエストや
メッセージ

☑は少ない程専用の研ぎ方ができます ④リクエストや
メッセージ

☑は少ない程専用の研ぎ方ができます

③カット技法や
使い方

☑は少ない程専用の研ぎ方ができます ③カット技法や
使い方

☑は少ない程専用の研ぎ方ができます

①ハサミの種類 ★〔　 　丁目〕のハサミについて ①ハサミの種類 ★〔　 　丁目〕のハサミについて

②鋏の気になる所
(現在の症状)

②鋏の気になる所
(現在の症状)

③カット技法や
使い方

☑は少ない程専用の研ぎ方ができます ③カット技法や
使い方

☑は少ない程専用の研ぎ方ができます

④リクエストや
メッセージ

☑は少ない程専用の研ぎ方ができます ④リクエストや
メッセージ

☑は少ない程専用の研ぎ方ができます


