
2020 RASHライフガードハット
貴ショップ名

様

FAX▷0467-23-7300 ㈱イナポリトレイディング

ナチュラル

フリー

【発注書】
■商品名：RASHライフガードハット
■価　格：税抜4,800円（税込5,280円）
■サイズ：フリー
■カラー：ナチュラル
■納　期：4月下旬頃
■発注締切日：3月25日



2020 RASHスクエアロゴメッシュキャップ

発注書
■商品名：RASHスクエアロゴメッシュキャップ
■価　格：税抜6,000円（税込6,600円）
■サイズ：フリー（SNAP BACK）
■カラー：ブラック / ホワイト
■納　期：4月下旬頃
■発注締切日：3月25日

貴ショップ名

様

FAX▷0467-23-7300

合計　　　　　　　枚

ブラック ホワイト

フリー

㈱イナポリトレイディング

SNAP BACK

ブラック ホワイト



2020 RASHカーブキャップ

発注書
■商品名：RASHカーブキャップ
■価　格：税抜6,000円（税込6,600円）
■サイズ：フリー
■カラー：ブラック / ストーン / チャコール
■納　期：4月下旬頃
■発注締切日：3月25日

貴ショップ名

様

FAX▷0467-23-7300

合計　　　　　　　枚

ブラック ストーン

フリー

㈱イナポリトレイディング

バックルストラップ

ブラック チャコールストーン

チャコール



2020 RASHベースボールキャップ（厚盛刺繍）

発注書
■商品名：RASHベースボールキャップ
■価　格：税抜6,200円（税込6,820円）
■サイズ：フリー（SNAP BACK）
■カラー：ブラック / ネイビー
■納　期：4月下旬頃
■発注締切日：3月25日

貴ショップ名

様

FAX▷0467-23-7300

合計　　　　　　　枚

ブラック ネイビー

フリー

㈱イナポリトレイディング

SNAP BACK

ブラック ネイビー



2020 RASHオールメッシュキャップ

発注書
■商品名：RASHオールメッシュキャップ
■価　格：税抜6,800円（税込7,480円）
■サイズ：フリー
■カラー：ブラック
■納　期：5月下旬頃
■発注締切日：3月25日

貴ショップ名

様

FAX▷0467-23-7300

合計　　　　　　　枚

ブラック

フリー

㈱イナポリトレイディング

ブラック
フロントパネルもメッシュになっており通気性に優れたキャップ



2020 RASHヘビーウェイト羽バックTEE（ピンライン羽マーク）

貴ショップ名

様

合計　　　　　　　枚

S

M

L

XL

ホワイト ブラック ネイビー

FAX▷0467-23-7300

左胸ポケット上にロゴマーク

㈱イナポリトレイディング

ホワイト ミックスグレーブラック ネイビー

ミックスグレー

発注書
■商品名：RASHヘビーウェイト羽バックTEE（ピンライン羽マーク）
■価　格：税抜4,500円（税込4,950円）
■サイズ：S / M / L / XL
■カラー：ホワイト / ブラック / ネイビー / ミックスグレー
■納　期：4月下旬頃を予定
■発注締切日：3月25日



2020 RASH羽バックTEE

発注書
■商品名：RASH羽バックTEE
■価　格：税抜4,200円（税込4,620円）
■サイズ：S / M / L / XL
■カラー：サンドカーキ / ブラック / レッド / ネイビー / ホワイト
■納　期：4月下旬予定
■発注締切日：3月25日

貴ショップ名

様

FAX▷0467-23-7300

合計　　　　　枚
㈱イナポリトレイディング

サンドカーキ レッド ホワイトブラック ネイビー

S

M

L

XL

サンドカーキ レッドブラック ネイビー ホワイト

左胸にロゴマーク



2020 RASH バーティカル TEE

発注書
■商品名：RASH バーティカル TEE胸ポケ付き
■価　格：税抜6,800円（税込7,480円）
■サイズ：M / L / XL
■カラー：ブラック（プリント：ブラック） 
　　　　　 ホワイト（プリント：ホワイト）
■納　期：5月下旬頃を予定
■発注締切日：3月25日

貴ショップ名

様

M

L

XL

ホワイト

FAX▷0467-23-7300

合計　　　　　枚

ブラック

㈱イナポリトレイディング

ホワイトブラック

プリントカラーは本体と同色



2020 RASHレディース羽フロントTEE

発注書
■商品名：RASHレディース羽フロントTEE
■価　格：税抜3,800円（税込4.180円）
■サイズ：フリー
■カラー：フレンチレッド / ホワイト / ブラック / セージブルー / ゴールド
■納　期：4月下旬予定
■発注締切日：3月25日

貴ショップ名

様

FAX▷0467-23-7300

背中首下にロゴマーク合計　　　　　枚

㈱イナポリトレイディング

ホワイト ゴールドフレンチレッド セージブルー

フリー

フレンチレッド ホワイト ブラック セージブルー

ブラック

ゴールド



2020 RASHキッズ羽バックTEE

発注書
■商品名：RASHキッズ TEE
■価　格：税抜2,700円（税込2.970円）
■サイズ：100cm / 120cm / 140cm
■カラー：サックス / ライトグレー
　　　　　カナリアイエロー / レッド / ネイビー
■納　期：4月下旬予定
■発注締切日：3月25日

貴ショップ名

様

FAX▷0467-23-7300

合計　　　枚
㈱イナポリトレイディング

サックス ライトグレー カナリア
イエロー レッド

100cm

120cm

140cm

フロントにロゴマーク

モデル：4歳 /身長100cm（120cm着用）
カナリアイエロー

サックス ライトグレー

レッド ネイビー

ネイビー



発注書

GREYBLACK

■商品名：2020 RASH x SOCCO SOX
■価　格：税抜 2,800 円（税込 3,080 円）
■サイズ：　M(24～26cm),  　L(27～29cm)
■カラー：BLACK / GREY
■納　期：3月上旬

Size

FAX→0467-23-7300 株式会社イナポリトレイディング

足 足

貴ディーラー名： 様

M

2020              x          SOX

BLACK GREY

※限定生産のため、在庫状況によってはご希望どおり納品できない場合がございます。ご了承ください。

L 足 足

JPN JPN

※ご注文は 5足から承ります。

JPN

JPN




