
お客様の要望に沿って仕上げます！ご自分のスタイルに合ったオプションをお選び下さい。最後にPDFを
セーブしてメールに添付して照会を頂けますし、お客様のカメラあるいはレンズと共に送って頂いてオーダーすることも可能です。

ここにはカメラあるいはレンズの正確な名称を記入してください。同じスタイルにしたい場合には、例えばカメラとレンズ両方の場合、複数の部品を記入して頂くことができます。その他の場合は、カメラあるい
はレンズごとにPDFを作成してください。

     

      無光沢      光沢           同様にスタイルアップ
注意　防水加工部分もスタイルアップする場合は、ゴムの素材性質上（消耗）色の耐久性が限られてきます。カメラを毎日ご
利用の場合は、防水加工部分のスタイルアップはお薦めしません。

  
色パレットから選択あるいはお客様のご希望の色をご指定ください！
複数選択可能！

   白

   黒

   グレー

   黄色

   青

   ピンク

 

 

Jens Brüggemann PimpYourCam.com Burghofstr. 28 D-40223 Düsseldorf, Germany phone: +49 211 311 3588 email: info@pimpyourcam.com
www.PimpYourCam.com

ここには特別な要望を記入して下さい。
（内容によっては手数料がかかる場合

があります）。        

独自のモチーフを送付する場合はメールにJPEGを添付して下さい。注意　著作権上保護されているモチーフ、例えばコミック、協会などのロゴ、PCゲームの登場人物などは受付できません。

          既存のデザインから選択します      独自のモチーフを送付します

 グラフィティ       パンクスタイル       モダンアート/フリースタイル       表現主義       水彩画ルック       まんが       ピン・アップ       コミック

 ビンテージスタイル       ポップアート/レトロ/70年代風       抽象的       アメリカンスタイル       バイオ・メカニック（ロボット）       トラッシュ        バタフライ

 タトゥー/トラッシュポルカ       カモフラージュ       自画像* (メールにて画像を添付)       独自のロゴ（メールにてデータを添付）

ミュージック:  クラシック      ポップ      ロック      ヘビー・メタル      

装飾模様:  マヤ      ゴシック      アステック      ペザント・ルック      花模様      トライバル      

ストラクチャー:  グラニット      レザー      木製      蛇皮      ファー      羽毛      炎      月面      

ファンタジー:  ドラゴン      怪獣・モンスター      シャレコウベ      骸骨      地の精      マジシャン      インディアン      メルヘン      妖精      

自然:  風景      宇宙・惑星      火山      水      

エアーブラシを 利 用した 特 別 な 加 工 過 程で の 精 製

 文字 例　クールなキャッチワードや名前 

 旗/国旗色 例　ユニオン・ジャック 

*印のついているカテゴリに関しては100EURの手数料がかかります。）

 名所 例　自由の女神 

 動物* 例　ワシ・蛇・犬・猫 

先にお客様のカメラ/レンズのすタイルアップの
見積もりをお求めの場合はこの項目を選んで下さ
い。記入済のPDF文書をセーブしてメールで送っ
てください

info@pimpyourcam.com

          日付 

署名 

ご注文頂いた場合でも、法的に、あるいは技術的に不可能である場合は、お断りする場合があります。その際はこちらからご連絡致します。

当社でのカメラ/レンズのスタイルアップをご注文の時は
PDF文書を印刷して、すべての項目を確認してご署名下さ
い。スタイルアップするカメラ/レンズと共に以下に送ってく
ださい。

Jens Brüggemann • PimpYourCam.com • Burghofstr. 28 • D-40223 Düsseldorf, Germany

署名をすることで、発注の承認そして、独自のモチーフを送付した場合は、
他人の著作権を侵害していないことを承認することになります。

   オレンジ 

   赤

   緑

   青緑色

 
 名・姓

 
住所　通　〒　都市名   国

 
電話・あるいは  携帯メール

       

何 を？

無光沢

色

防水加工部分

希望モチーフ

その他特別 コンタクト

照会 オーダー
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