
もりあげ隊 コロナ対策応援事業 

令和 2 年 5 月吉日 

 

 

「いなりんポロシャツ」・「いなりん T シャツ」 

２０２０年 Ver． 

注文の受付をはじめます。 

 

 

日頃は本隊の活動にご協力いただきましてありがとうございます。 

新型コロナウィルス感染対策で大変な時期ではありますが、市内の皆様が心一つにしてコロ

ナウィルスに打ち勝つという願いを込めて「いなりんポロシャツ」・「いなりん T シャツ」

の２０２０年Ｖer．を作成いたしました。 

今年は、【ドライポロシャツ】・【ドライ T シャツ】の２種類をご用意させていただきま

した。双方ともにカラーバリエーションが豊富となっております。ドライポロシャツは左胸

にポケットが付いていてポケット上部にいなりんの刺繍が入ります。「ドライ T シャツ」は、

ポケットはありませんが、ポロシャツと同じく左胸に刺繍が入ります。今回いなりんの刺繍

は１種類のみですが、新しいデザインのものとなっています。 

ご注文はそれぞれ別紙注文表にご記入の上「ＮＰＯ法人みんなで豊川市をもりあげ隊」事

務局（豊川市観光協会内）までＦＡＸまたはメールにてお願いします。 

注文表はもりあげ隊ＨＰからもダウンロードできます。 

 

 ※郵送でのお渡しも対応させていただきます。送料、振込手数料等はご負

担いただきます。ご希望の方は、下記電話または、メールアドレスにご

相談下さい。 

 

 

【問い合わせ先】 

NPO 法人みんなで豊川市をもりあげ隊事務局 

担当：伊藤・横田    

                  TEL：0533-89-2206  

FAX：0533-89-2276 

 mail：info@inari-moriage.com 

注文用紙等をデータにて

ご希望の方はこちらまで

メールください。 



いなりん刺繍入りドライTシャツ２０２０Ver.
　カラーバリエーション・サイズ一覧

※サイズ表 ※価格表 

ホワイト・カラー
蛍光 ミックスカラー

100-150 1,400 1,600

WM-WL 1,400 1,600

SS-LL 1,400 1,600

３L-5L 1,450 1,600

6L-7L 1,500

サイズ
価　　　格

001 ホワイト 038 サンセットオレンジ

002 グレー 010 レッド

187 ダークグレー 035 ガーネットレッド

128 オリーブ 134 ライトイエロー

037 アーミーグリーン 020 イエロー

112 バーガンディ 165 デイジー

031 ネイビー 024 ライトグリーン

005 ブラック 027 メロン

133 ライトブルー 026 ミントグリーン

033 サックス 155 ライム

096 ミントブルー 194 ブライトグリーン

034 ターコイズ 025 グリーン

032 ロイヤルブルー 047 蛍光イエロー

171 ジャパンブルー 049 蛍光ピンク

188 ライトパープル 048 蛍光オレンジ

014 パープル 901 ミックスグレー

132 ライトピンク 902 ミックスブルー

011 ピンク 903 ミックスレッド

146 ホットピンク 904 ミックスピンク

015 オレンジ 905 ミックスパープル

カラー一覧

【問い合わせ先】 
みんなで豊川市をもりあげ隊    【伊藤・横田】 
     (豊川市観光協会内) 
TEL 0533-89-2206  FAX 0533-89-2276 
mail：info@inari-moriage.com 
  



電話番号

枚数
枚

氏　　　名 勤務先（所属等） 電話番号

カラー サイズ

氏　　　名 勤務先（所属等）

カラー サイズ 枚数
枚

氏　　　名 勤務先（所属等） 電話番号

カラー サイズ 枚数
枚

枚

氏　　　名 勤務先（所属等） 電話番号

カラー サイズ 枚数

⑥

➄

　　　　　　TEL：0533-89-2206／FAX：0533-89-2276　　　

　　　　　　　　　　　☆問い合わせ：NPO法人みんなで豊川市をもりあげ隊　【伊藤・横田】

カラー サイズ 枚数
枚

氏　　　名 勤務先（所属等） 電話番号

いなりん刺繍ドライTシャツ２０２０　注文表

①

②

③

④

カラー サイズ 枚数
枚

氏　　　名 勤務先（所属等） 電話番号



いなりん刺繍入りドライポロシャツ２０２０Ver.
　カラーバリエーション・サイズ一覧

※サイズ表 

【問い合わせ先】 
みんなで豊川市をもりあげ隊  【伊藤・横田】     

(豊川市観光協会内) 
TEL 0533-89-2206  FAX 0533-89-2276 
mail：info@inari-moriage.com 
  

※価格表 

ホワイト・カラー

蛍光 ミックスカラー

SS-LL 1,700 2,000

３L-5L 1,900 2,200

価　　　格
サイズ

001 ホワイト 024 ライトグリーン

002 グレー 026 ミントグリーン

005 ブラック 155 ライム

031 ネイビー 025 グリーン

132 ライトピンク 133 ライトブルー

011 ピンク 033 サックス

146 ホットピンク 034 ターコイズ

112 バーガンディ 032 ロイヤルブルー

134 ライトイエロー 901 ミックスグレー

020 イエロー 902 ミックスブルー

165 デイジー 903 ミックスレッド

015 オレンジ 047 蛍光イエロー

010 レッド 048 蛍光オレンジ

188 ライトパープル 049 蛍光ピンク

014 パープル

カラー一覧



　　　　　　　　　　　☆問い合わせ：NPO法人みんなで豊川市をもりあげ隊　【伊藤・横田】

　　　　　　TEL：0533-89-2206／FAX：0533-89-2276　　　

カラー サイズ 枚数
枚

⑥

氏　　　名 勤務先（所属等） 電話番号

➄

氏　　　名 勤務先（所属等） 電話番号

カラー サイズ

カラー サイズ 枚数
枚

枚数
枚

③

氏　　　名 勤務先（所属等） 電話番号

④

氏　　　名 勤務先（所属等） 電話番号

カラー サイズ 枚数
枚

②

氏　　　名 勤務先（所属等） 電話番号

カラー サイズ 枚数
枚

いなりん刺繍ドライポロシャツ２０２０　注文表

①

氏　　　名 勤務先（所属等） 電話番号

カラー サイズ 枚数
枚


