
 

 

 

豊川市ブランド研究会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書 
 



目 次 

 

１．はじめに                                            Ｐ１ 

 

２. 研究会の設置                                       Ｐ１ 

 

３. 研究会開催実績                                Ｐ２～４ 

 

４．「いなり寿司」ブランド化への手法提案       Ｐ４～５ 

 

５. いなり寿司ブランド化の具体的活動          Ｐ５ 

 

６. 豊川の魅力発信ＰＲブースのあり方提案           Ｐ５～７ 

 

７. ＰＲ手引きの提案                   Ｐ８～１２ 

 

参考資料 

資料① 第３回検討時 手引きグループ 課題抽出    Ｐ１３ 

 

資料② 第３回検討時 いなり寿司グループ 課題抽出 Ｐ１４・１５ 

 

資料③ 第３回研究会においての分析内容        Ｐ１６ 

 

資料④ 第４回研究会においての分析内容        Ｐ１７ 



資料⑤ 平成２０年度版 豊川いなり寿司図鑑について  Ｐ１８ 

 

資料⑥ いなり寿司の日ＰＲ実施計画       Ｐ１９・２０ 

 

資料⑦ 「いいな、いなり寿司の日」イベント報告 Ｐ２１～２４ 

 

資料⑧ 先進地視察報告             Ｐ２５～２８ 

 

資料⑨ 豊川市ブランド研究会 構成員名簿       Ｐ２９ 



1 

 

１.  はじめに 

 

 

本市は一宮町及び音羽町・御津町と合併を通じて、その市域は約１５０

㎢、人口は約１６万人となり、農工商とバランスのとれた産業特性や交通ア

クセスの良さ、温暖な気候、福祉や医療の充実、高い保育や教育水準など大

変暮らしやすいまちになったと感じています。   

また、現在、食をテーマにまちおこしを行なっている自治体が確実に増

加しています。例えば宇都宮市では宇都宮餃子のブランド化への取り組みに

より、日帰り観光客が栃木県１位となっています。また、日本各地のＢ級グ

ルメの祭典である「Ｂ－１グランプリ」でグランプリに輝いた富士宮やきそ

ばの富士宮市では６年間で約２１７億円の経済波及効果があったと言われ

ています。このように、食によるまちづくりが地域の活性化には効果的なア

クションだと考えています。 

そこで、古くから豊川稲荷の門前町として栄えてきた豊川市に大変ゆか

りの深い「いなり寿司」に着目し、以前から豊川商工会議所が取り組まれて

いる活動を参考とし、豊川の「いなり寿司」のブランド化を図るために、そ

のブランド化の手法を調査研究するとともに、こうした「豊川市の魅力」を

市内外に対してわかりやすく発信し、観光協会や農協との連携をふまえた効

果的なアピールの方法について研究するため、豊川ブランド研究会が設置さ

れました。 

 

 

２.  研究会の設置 

 

 

研究会は「いなり寿司のブランド化への方法」「各種フェアー・セミナー

等、実際のＰＲ方法・活動」について研究し、提案を行うためのグループで、

企画・生活活性・建設などの部門の若手職員と豊川市観光協会、豊川商工会

議所の職員で構成されています。なお、活動費については企画課所管の政策

研究グループ活動費補助金を利用します。（資料⑦「豊川ブランド研究会名

簿」参照） 
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３.  研究会開催実績 

 

 

研究会は、これまで８回の会議を開催し、第３回の会議においていなり

寿司ブランド化・各種フェアー・セミナー等、実際のＰＲ方法・活動への課

題をＫＪ法、ブレーンストーミングにて２班に分かれて抽出、第５回の会議

にてその課題に基づいてブランド化の手法について検討いたしました。 

 また、先進地視察については、宇都宮餃子の栃木県宇都宮市、よこすか

海軍カレーの神奈川県横須賀市、東京都東京ビックサイトで開催した東京ビ

ジネスサミット２００８を視察しました。尚、実績は次の通りです。 

 第１回 平成２０年 ９月２４日（水）              

【議題】「豊川ブランド研究会の趣旨、日程説明」 

  趣旨の説明「手引きグループといなり寿司グループの２グループ 

 に分かれ、いなり寿司グループは、いなり寿司ブランド化について 

 の手法を研究し、ブランド化への道を提案」 

  ３月までの予定確認 

 第２回 平成２０年１０月 ２日（木）              

【議題】「かわしんビジネス交流会現地見学」 

  豊川信用金庫が主催する「かわしんビジネス交流会」において、

産学官それぞれの各ブースを見学し今後研究会の参考とする。 

また同時に展開しているいなり寿司販売コーナーを見学し、いな

り寿司ブランド化についての発信手法を研究した。 

 第３回 平成２０年１０月１５日（水）             

【議題】「豊川市ブランド化への課題検討」 

  各構成員が提案したブランド化手法の説明及び２班に分かれ、Ｋ

Ｊ法及びブレーンストーミングにてブランド化への課題抽出。 

 先進地視察 平成２０年１０月２１日（火）    

【視察内容】 視察先 東京都江東区及び神奈川県横須賀市 

東京ビックサイトで開催された、産学官のブースが展開する「東

京ビジネスサミット２００８」と、よこすか海軍カレーによって地

域活性化を図っている横須賀市を視察。 

フェーアーの出展方法とブランド化への手法と課題について視

察・研究した。  
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 先進地視察 平成２０年１１月 ６日（木）から７日（金）    

【視察内容】 視察先 栃木県宇都宮市及び神奈川県横須賀市 

  身近な食による地域活性化の先駆者的な存在である宇都宮餃子

の宇都宮市と、よこすか海軍カレーを食文化としての定着を現在進

め、地域活性化を図っている横須賀市を視察。 

それぞれのブランド化への手法と課題について視察・研究した。  

 第４回 平成２０年１１月１２日（水）             

【議題】「しんきんビジネスマッチング第４回「ビジネスフェア２０

０８」現地見学」「先進地視察報告」 

  情報発信の方法を研究するために、しんきんビジネスマッチング

第４回「ビジネスフェア２００８」を見学及び１０月２１日及び１

１月６日から７日に実施した先進地視察を報告する。 

 第５回 平成２０年１２月 ３日（水）             

【議題】「豊川市ブランド化についての検討」 

  第４回の研究会にて抽出されたブランド化への課題に解決すべ

き課題の優先順位をつけ、その課題の解決方法を検討する。 

前回行った、「しんきんビジネスマッチング第４回「ビジネスフ

ェア２００８」を見学し、出展している産学官様々なブースの展開

方法・ＰＲ方法・活動方法について、研究・検討をした。 

ブランド研究会の研究成果の発表方法及びその予定の確認。 

 第６回 平成２１年 １月１５日（木）                  

【議題】（１）いなり寿司ブランド化方法の検討 

  豊川ブランド研究会の報告書説明。研究会成果の一部として３月

１７日（火）に実験的イベント「いいな、いなり寿司の日」につい

ての検討をした。 

【議題】（２）ＰＲパネル・手引きの作成 

  ＰＲブース、ＰＲブースの豊川市紹介パネルについて、今までの

研究・見学を終えて各自の考えたブース・パネルを基に検討をした。 

 第７回 平成２１年２月５日（木）                  

【議題】いなり寿司ブランド化方法の検討 

研究会成果の一部として３月１７日（火）に実験的イベント「い

いな、いなり寿司の日」について検討をした。 
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 第８回 平成２１年２月２４（火）                  

【議題】（１）いなり寿司ブランド化方法の検討 

研究会成果の一部として３月１７日（火）に実験的イベント「い

いな、いなり寿司の日」について事前準備・当日の運営・メディア

への広報活動など検討をした。 

【議題】（２）報告書の検討 

豊川ブランド研究会の報告書説明及び検討。 

 

 

４.  「いなり寿司」ブランド化への手法提案 

 

 

豊川市の「いなり寿司」ブランド化の最大の課題は新しい食のシンボル・名

物として市民にいかに認知してもらうのかということだと思います。効果的な

宣伝物や販促物の作製、豊川の「いなり寿司」の最大の顧客たる豊川市民の認

知度の向上を図るため、毎月１７日を「いいな、いなり寿司の日」と定めて定

期的なイベントの実施や、また子供たちを見据え、学校の学習の場にいなり寿

司の創作を取り入れてもらうなどの事業の実施の働きかけなども課題となり

ます。 

また、それらの担い手は、行政や公益団体ではなく、いなり寿司を販売する

事業者の皆さんが中心になります。このブランド化において、直に購入者と接

触する事業者の皆さんの意見をＰＲ活動に反映させることが大切です。したが

って事業者の皆さんが中心となった「いなり寿司ブランド化のための組織」の

設立も重要な課題です。 

 

豊川いなり寿司の認知度の向上 

①市民の認知度を向上させるための効果的な販促物や、宣伝物の作成。 

②市民の認知度を向上させるためのいなり寿司の日といったイベントな 

どの実施。 

③子供たちの認知度の向上を図るために給食や運動会などの学校イベント、

家庭科や総合学習など教育現場での活用。 

④市民の認知度を向上させるためのマスメディアの活用。 

豊川いなり寿司のブランド化を目的とする組織設立 

⑤販売店と連携して効率よく市民の認知度を向上させるＰＲ活動を実施す

るために販売店を中心としたいなり寿司ブランド化に特化した組織の立
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ち上げ。 

  おいしい豊川のいなり寿司を生み出す土壌作り 

   ⑥おいしい豊川のいなり寿司を生み出す土壌作り。 

   ⑦ＪＡと連携して地産地消のいなり寿司の開発や、おいしく安全・安心

ないなり寿司を作るための素材開発。 

  市職員が一丸となっていなり寿司ブランド化へ邁進 

   ⑧市民だけでなく市の職員向けにもいなり寿司ブランドを周知させる機 

会を作る。 

  企業誘致の場で豊川いなり寿司の活用 

   ⑨企業誘致の場において、いなり寿司の試食やガイドマップ等を配布し

て豊川のいなり寿司をイメージしたブースを活用。 

Ｂ１グランプリへの参加検討 

   ⑩日本全国の地元の食（Ｂ級ご当地グルメ）を愛し、その魅力を楽しく

わかりやすく発信し、まちおこしにつなげる活動の「Ｂ１グランプリ」

に、豊川のいなり寿司を素材として参加を目指します。 

 

５． いなり寿司ブランド化の具体的活動 

  市民への豊川いなり寿司の認知度向上を最重要の課題としてとらえ、下記

の活動を実践し成果発表とします。 

①� 豊川市内のいなり寿司（約６０種類）を紹介する「豊川いなり寿司図鑑

の作成に関与し、３月１５日までに平成２０年度版をする。 

② 実験的なイベントとして３月１７日に「いいな、いなり寿司の日」として、

市役所本庁舎１階ロビーにおいて豊川市内のいなり寿司を特別に販売する

事業を実施する。当日、販売するいなり寿司については１０種類以上の販売

を目指す。また同時に前記の「豊川いなり寿司図鑑」を配布する。 

 

※豊川いなり寿司のブランドの定義、ブランドロゴやキャラクターの有無やデ

ザイン等、今後の豊川いなり寿司のＰＲに関する重要課題については豊川ブラ

ンド研究会では決定・作成しません。これは平成２０年度中に設立を目指す「豊

川いなり寿司のブランド化を推進する組織」にて慎重に討議し、平成２１年度

中に決定・作成していくことがふさわしいと考えます。 

 

６． 豊川の魅力発信ＰＲブースのあり方提案 

１．ＰＲブースの飾付け展開手法 
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ＰＲブースのあり方として、いかに多くの方に豊川市のブースに立ち寄っ

ていただき、豊川市に興味を持っていただくことがなど大切になってきます。 

色彩に注意してレイアウトを行うこと。（色覚的要素に注意） 

①� 色鮮やかな横断幕や法被など（赤緑青の三原色を使う） 

特徴ある飾り付けを行うこと。（遠くから眺めても分かりやすいように） 

②豊川市をイメージする狐・狐娘ちゃんの置物や看板 

③豊川市をイメージするような、桜、スプレー菊、バラ、シクラメンなど 

の花の展示 

立体的な陳列・飾り付けを行うこと。（遠近感などに注意） 

④机の配置について、前後に一つずつ置くなどして立体感をだす。 

⑤さらに立体感を出すため、床を利用し、上下左右視覚的にも有効的に活

用する。 

 ※床を有効利用するため、フロアマットを購入。（活動助成金にて支出） 

 

２．ＰＲブースでの集客手法 

魅力的なブースを設置しても、多くの方に足を止めていただき、尐しでも

長い時間ブースにいてもらえるようにしなければ、豊川市の魅力を訴える事

ができません。一人でも多くの方に、豊川市をＰＲし話しをしやすいように

することが大切です。 

担当者は、ブースの内側ではなく、ブースの前面に立つ。 

⑥前を通る人に明るく声かけを行う。「おはようございます」「こんにちは」

だけでも良い。ただ黙っているだけでは、元気のないブースと思われます。

声をかけられていやと思う人はいない。 

無償物品提供や試食などを行うと効果的。五感（味覚・嗅覚）に訴える 

⑦いなりずしの試食、地元農産物、ボールペン、クリアファイルなど。そ

の場だけでなく、会場を後にしても目につくものなどは効果的。 

特に、試食などは、匂い（嗅覚）や味（味覚）に訴える事が出来、人に印

象を与える効果が大きい。 

音楽・映像など流すことを行うと効果的。 

⑧ＰＲソフトを液晶モニターで流す。ＢＧＭを流す。 

 

３．ＰＲブースの豊川市らしさ 

豊川市らしさを訴えることにより、さらに印象的なＰＲになると思います。 

豊川市で一番有名といえばやっぱり「豊川稲荷」 

⑨豊川稲荷を連想できるものを使用することは、効果的です。例えば狐（置

物・グッズ）狐娘ちゃん（イラスト・グッズ）など。 
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豊川らしさを伝えるのに最も効果的な「いなり寿司」 

⑩いなり寿司の試食や、創作いなりレシピの小冊子・豊川市いなり寿司マ

ップの配布 
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７. ＰＲ手引きの提案 

豊川市ブランド研究会 

ＰＲ手引き 
（各種企業誘致フェアー・セミナー等、実際のＰＲ方法・活動） 

 

 



9 

 

はじめに 

豊川市においては、本市の政策的課題に関して調査研究を行う職員等のグル

ープ活動を通じて、本市の総合計画の各行政分野における目標指標の工場を図

るため、重要かつ緊急性の高い施策や、所属を横断して検討を要する事業など

の実現を目指すことを目的に豊川市政策研究グループ活動助成事業を行ってお

ります。 

その活動において、企業誘致の積極的な推進について、新しい産業の育成を

図るとともに既存の地域資源を支援し、安定した地域の経済基盤を築くために、

またより一層の自主財源確保を目指して、市内への企業立地を促進するために、

昨年度企業立地研究会を立ち上げ、「企業誘致の基本的戦略」にある「豊川市の

魅力」について研究し、一つの提案として企業誘致用の豊川市ＰＲソフトを作

成しました。 

その活動の次のステップとして、今年度「豊川市の魅力」を市内外への発信

方法について研究し、その具体的な提案として、「各種フェアー・セミナー等、

実際のＰＲ方法・活動」について「ＰＲ手引き」として提案を行うものです。 

 

 

 

 

 

ＰＲブースのあり方 

１．ＰＲブースの飾付け展開手法 

ＰＲブースのあり方として、様々な、フェアー・セミナー等では、産学官

の各団体が多くのブースを出展しており、その中からいかに多くの方に豊川

市のブースに立ち寄っていただき、豊川市に興味を持っていただくことがな

ど大切になってきます。 

そのうえで、ＰＲブース飾付け展開手法についての注意点としては、以下

３点のとおりとなります。 

・色彩に注意してレイアウトを行うこと。（色覚的要素に注意しましょう） 

例：色鮮やかな横断幕や法被など（赤緑青の三原色を使う） 

・特徴ある飾り付けを行うこと。（遠くから眺めても分かりやすいようにし

ましょう） 

例：豊川市をイメージする狐・狐娘ちゃんの置物や看板 

・立体的な陳列・飾り付けを行うこと。（遠近感などに注意しましょう） 

例：机の配置について、前後に一つずつ置くなどして 
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２．ＰＲブースでの集客手法 

魅力的なブースを設置しても、多くの方に足を止めていただき、尐しでも

長い時間ブースにいてもらえるようにしなければ、豊川市の魅力を訴える事

ができません。一人でも多くの方に、豊川市をＰＲし話しをしやすいように

することが大切になります。 

そこで、一人でも多くの方に足を止め、関心を持ってもらうために、ＰＲ

ブースの集客方法として、以下４点のとおりとなります。 

・担当する職員は、全員がブースの内側にいるのではなく、ブースの前面

に立ちましょう。 

・前を通る人に明るく声かけを行いましょう。 

例：「おはようございます」「こんにちは」だけでも良い。ただ黙って

いるだけでは、元気のないブースと思われます。声をかけられて

いやと思う人はいないと思います。 

・パンフレットを配るだけではなく、その他に無償の物品提供や試食など

を行うと効果的となります。（五感（味覚・嗅覚）に訴えるようにしまし

ょう） 

例：いなりずしの試食、地元農産物、ボールペン、クリアファイルな

ど。その場だけでなく、会場を後にしても目につくものなどは効果

的と思われます。特に、試食などは、匂い（嗅覚）や味（味覚）に

訴える事が出来、人に印象を与える効果が大きいと思われます。 

・音楽・映像など流すことを行うと効果的となります。（五感（視覚・聴覚）

に訴えるようにしましょう） 

例：ＰＲソフトを液晶モニターで流す。ＢＧＭを流す。 

 

３．ＰＲブースの豊川市らしさ 

上記の「１．ＰＲブースの飾付け展開手法」「２．ＰＲブースでの集客手法」

にプラスして、さらに豊川市らしさを訴えることによりさらなるＰＲになる

と思います。 

豊川市らしさとなるＰＲ方法については、以下○点と思われます。 

・豊川市で一番有名といえばやっぱり「豊川稲荷」となります。豊川稲荷

を連想できるものを使用することは、効果的と思われます。 

  例：狐（置物・グッズ）狐娘ちゃん（イラスト・グッズ） 

・今豊川市がブランド化している「いなりずし」を使用する。 

例：試食や、創作いなりレシピの小冊子・豊川市いなりずしマップの

配布 

・豊川市をイメージするような、花の展示 
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例：桜、スプレー菊、バラ、シクラメンなど 

 

ＰＲブースの参考図（レイアウト図） 

実際に、各種企業誘致フェアー・セミナー等へ出展する場合の豊川市ブース

について、一つの目安としてのレイアウト図を下記図－１に示す。 

レイアウト参考図 

 

図－１ 
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ＰＲブースの豊川市紹介パネル案 

実際に、各種企業誘致フェアー・セミナー等へ出展した時に飾る豊川市紹介

パネルついて、一つの目安としての案を下記図－２に示す。 

パネル参考図 

 

図－２ 
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資料① 第３回検討時 手引きグループ 課題抽出 

全体タイトル「石黒さんがいなりずしを好きになる方法」 

項目 ﾌﾞﾚｰﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞ、KJ 法を活用した課題分析時の内容 

いなりずし 

 

「うまいい

なりずしを

つくる」 

 

「地域その

ものをブラ

ンド化」 

PR  

・地域で露出度を高める 

・地域で愛される食べものにする 

・まずは市民にいなりずしを PR する 

・市民（地元）への PR、認知度アップ 

・子どもに大好きになってもらう 

・「女性」を動かす 

・あげに焼印（統一）を使って視覚からのアピール 

・キャラクター作成 

 

「街中「いなりずし」」 

・街中どこを見ても「いなりずし」 

・市の施設にまず「いなりずし」 

・車で走って、いなりが「売ってる」「食べれる」が分

かるようにする 

・いなりずしの販売店の「やる気」を出させる 

・販売店を増やす、目につくようにする 

 
「販売」 ・市民・門前・JA・会議所・学校・役所をまきこむ 

・地産地消 

・販売経路の拡大 

・限定販売 

 「テイクアウト」 
・持ち帰ってもらえる配布物を作る 

・おみやげ、簡易いなりキットなど 

 「いなりの日」 

・いなりずしの日を設定 

・足もとかためから市内への PR 作戦、17 日は「いー

ないなりの日」 

 「コンテスト」 ・いなりずしコンテスト 

・全国いなりずしサミット・コンテスト実施。 

・ミスコンの実施（ミスは、ブースに来てもらう） 

 「メディア」 ・著名人による「いなりずしスポークスマン」作戦 

・TV を使う 

・いなりずしの名称の統一 

企業誘致 「誘致」 

・企業誘致ブースはとにかく目立つ 

・稲荷をモチーフにしたブース作り 

・五感に訴える 
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資料② 第３回検討時 いなりずしグループ 課題抽出 

全体タイトル「いなりずしがメジャーになったら、優良企業を呼ぼう！」 

項目 ﾌﾞﾚｰﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞ、KJ 法を活用した課題分析時の内容 

いなりずし 

 

「市民の認

識」 

 

「継続した

活動」 

 

「誇りを持

つための啓

発活動」 

い
な
り
ず
し
そ
の
も
の 

「味」 

・おいしいいなりずし 

・究極のいなりずし（できれば地域の素材で） 

・コンビニのおにぎりのようなビニール包みのいなりずし 

・多くの種類 

・いなりずしの改良（日持ちする、おいしい） 

・色 

・シンプルでおいしいものをつくる 

・いなりの油揚げに焼印を入れる 

「素材」 

・地産地消のいなりずしを作りたい 

・地元食材の活用地産地消 

・地産地消（１×２×３） 

販
売
店 

・市役所の内のロビーで「いなりずし」販売 

・正月にはワンストップで購入できる店舗での販売（状況把握） 

・いなりずしを手土産に 

・多くの店で販売する 

・各々？について活用いなりずしの土産品・食事など 

・経営採算性 

・とよかわいなりずし倶楽部を設立 

P 

R 

「いなりの日」 

・毎月１７日はいなりずしの日 

・いなりの日をつくる→とりあえず地元に根づかせる 

・「いなりの日」市内全体に普及促進（この日にいなりを）ブランド

化の確立に向けて 

「メディア」 

・情報紙やメディアにとりあげ露出をふやす 

・広報でいなりずし PR 

・マスメディアをうまく利用 

・テレビ・雑誌にでまくる→外へアピールする 

・有名人による PR 

「子ども」 

・家庭科実習でいなりずし 

・毎月１回のいなりの日（学校給食） 

・いなりポケモンで PR 
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「
セ
ー
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
」 

「販促物」 

・宣伝物（ロゴ、のぼり） 

・いなりずし SHOP 前 のぼり＆目印看板 

・豊川ブランドいなりずし お稲荷さんで祈祷した材料、統一キャ

ラ、ロゴ「商売繁盛いなりずし」 

・市の施設にいなりずし PR ポスター 

「イベント」 

・いなりずしサミット（情報だけでも） 

・市内の祭礼・催事に必ずいなりずし出店 

・クーポンブックやスタンプラリーカード作成 

「キャラクター」 

・‟いなりちゃん“キャラクター起用 

・狐娘ちゃんがいなりずしを食べているコスプレ 

・おいなり大使（狐娘ちゃん） 

・キャラクター（できればゆるキャラ） 

・名称の統一 

企業誘致 

「目立つ」 

・ブースはかっこよく目立つ 

・ブースに豊川市のロゴを 

・立地ブースはとにかく目立つ 鳥居あり、鐘の音あり、いなりず

し試食あり 

・企業ブースの在り方は、特産品・名物を確立させ市＝イメージの

確立を 

メロン=夕張、日本のデンマーク＝安城 

ここからブースを検討 

「ニーズ」 

・企業の担当者は何を求めているのか 

・豊川ブランドとしての立地ブース 住みよさ 観光+農業+企業用

地 
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資料③ 

第３回研究会においての分析内容 
 

第３回研究会において行いました、ブレーンストーミング、ＫＪ法を活用した課題

分析時の内容で、豊川市（いなりずし）のブランド化に向けての活動・方法について、

取り組んでいく優先順位を集計した。（優先順に３項目抽出） 

項目 理由 

「素材」 

「おいしいいなりず

し」 

・味が大事。食の安心安全が脅かされている今必要→遊休農地の対策→メディア等での取り

上げ→ＰＲ 

・おいしいいなりずしでないと長く続かない 

「販売店」 ・販売店とブランド化の事業展開ができる組織作り 

「街中「いなりずし」」 

「販促物」 

「宣伝物（ロゴ、のぼ

り）」 

・豊川市の名物＝いなりずしを知ってもらうため外観から分かるように（目立つように）販

促物を作成する。 

・いなりずし販売店前にのぼりの設置（ロゴ「商売繁盛いなりずし」） 

・市の施設にのぼりを設置 

・視覚での訴え効果（観光客などからの分かりやすさ） 

・市民、観光客双方への訴え 

・ブランド名、ブランドロゴなどブランドの基本を決める 

・統一したロゴ、キャラクター 

「いなりの日」 

「市民の意識」 

・いなりずしの日（地元に根づかせる）（17 日） 

・市民も認識し、「豊川市の名物は？」と聞かれたら、「いなりずし」と答えれるように。 

・市内での「いなりずし」の位置づけの確立 

・市民への意識の定着 

「イベント」「コンテ

スト」 

「子ども」 

・イベント、コンテストを行い市民、観光客へのＰＲ→「メディア」でのとりあげ 

・学校給食や学校イベント等で、子どもと親に興味を持ってもらう。→食育推進につなげて

いきたい 

 

「メディア」 

・市からプレスリリース、広報のいなりずしコーナー 

・メディアを通じてより一層の認知度向上を図る 

・テレビで取り上げられると宣伝効果は大きい 

・上手くマスコミに取り上げられると良いイメージとして伝わる 

「方向性の認識」 ・職員向けへ周知（職員も認識させる） 

「誘致」 

・豊川市の名物＝いなりずしをイメージしたブース作り（試食・配布物） 
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資料④ 

第４回研究会においての分析内容 
 

第４回研究会において、しんきんビジネスマッチング第４回「ビジネスフェア２０

０８」を見学してのアンケート集計行い、魅力あるブース展開方法について検討を行

った。 

 

良かったと感じたブースの特徴 

理 由 

・商品の展示がきれい 

・トイレットペーパーを配布する（長期間にわたりＰＲ） 

・呼び込みや試食を前面に置く 

・色鮮やかな横断幕や法被は目を引く 

・立体的に商品を配置（狭いスペースの有効活用） 

・食品関係の出店は試食が重要（においもわざとでると有効） 

・イベントの景品や集客用の販促品は有効と感じた 

・ブース中央に目立つように展示 

・会社のイメージに合った包装 

・地味な佃煮をおしゃれに演出 

・画期的な商品の展示 

・パフォーマンスを大きくする 

・パンフレット、ブースデザイン等のセンス 

・赤は目立つ 

・のれんと提灯での和風の飾りつけ 

・無償の物品提供（人は集まる） 

・女性アテンダント（ただしブース自体に魅力が無いとアテンダントがいても人は立ち

止まらない） 

・ディスプレーの良さや特徴ある製品などブース自体の魅力 

・机（台）を背面なり側面に着けておき、客が中に入りやすいようにする 

・二つ以上の魅力要素（一つだけでは人を集めにくい） 

・色を上手く利用する 

 

悪いイメージの意見 

理 由 
・華やかさが無い 

・欲張りすぎて、良く分からなくなっている 
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 資料⑤ 

平成２０年度版 豊川いなり寿司図鑑について 

 

【名 称】  

平成２０年度版 豊川いなり寿司図鑑 

 

【目 的】  

豊川の名物、特産品として豊川市内の「いなり寿司」の図鑑を制作・配布し、

市内・市外に紹介することにより、「いなり寿司のまち、豊川市」をＰＲすると

ともに、豊川市内のいなり寿司の消費拡大を目指します。 

 

【内 容】 

豊川市内のいなり寿司を各店につき１種類のみ図鑑形式で紹介します。Ａ４ 

４ページ構成（Ａ３で２つ折り）・４色で制作し、発行部数は、２万部以上。裏

表紙に１/６ページサイズの広告も掲載。 

※ 各店舗につき１アイテムのみ掲載いたします。 

 

【配布先】 

豊川市役所、豊川市観光協会、豊川商工会議所、豊川稲荷駅など名古屋鉄道の

各駅、観光案内所、御油の松並木資料館、図鑑掲載の各店舗などにて配布予定。 

 

【発行日】 

平成２１年３月１７日 
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資料⑥ 

いなり寿司の日ＰＲ実施計画 

豊川市ブランド研究会 

  

１ 目的  

豊川市ブランド研究会では、活力ある地域づくりの推進のため、豊川市の

魅力を凝縮した「豊川ブランド」のあり方を研究するとともに、その効果的

な発信方法も研究を行ってきました。特に豊川の地元特産品である「いなり

寿司」を素材として、本市の観光資源として、「いなり寿司」のブランド化に

ついての手法についての課題を分析し、ブランド化への道を検討しました。 

  今回、提案の一つとして、効果的なＰＲ方法で「いなり寿司の日」を毎月１

７日に設定し、まずは豊川市民にいなり寿司を知ってもらう方策を考え、私た

ち豊川市ブランド研究会が主体となって、ＰＲ活動を実践するものです。 

  

２ 日時 平成２１年３月１７日（火）午前１１時３０分～午後１時３０分 

 

３ 場所 豊川市役所１階ロビー 

 

４ ＰＲ方法 

稲荷ずしの日を毎月１７日と設定し、「いいな、いなり寿司の日」と覚えて 

もらう。 

第１回目は試験的なイベントとして、豊川市役所１階ロビーにて、各種い

なり寿司を来庁者や職員などに販売し、地域のブランドとしてのいなり寿司

を実際に食べて、身近な存在として意識してもらうもの。また合わせて完成

したばかりの豊川いなり寿司図鑑を配布する。 

 

５ 実施方法 

① 出店団体  豊川市内の１０種類以上のいなり寿司の販売を目指す。 

② 役割分担  次ページ当日役割分担参照 

③ 収支計画  完全委託制にて販売するため、収入はない予定。ＰＯＰ制作 

      で多尐の支出がある見込み。 

④ 配置図   次ページ会場レイアウト図参照 

⑤ ＰＲ方法  ３月２日に記者発表。FM とよはし「とよかわグッドチョイ

ス」にて PR。 
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役割 氏名 レイアウト図番号 備考
総括・記者対応 鈴木一寛 ① 整理・誘導を兼ねる

松本謙司 ② 整理・誘導を兼ねる
委託販売員 平賀菜由美 ③

岡本　譲 ④
森　敏行 ⑤
岡田哲光 ⑥ 全体進行係兼務

図鑑配布 大茂陽一 ⑦
向山　寛 ⑧
中山元子 ⑨ 記録係兼務
谷地耕平 ⑩

整理・誘導 石黒泰基 ⑪
吉田　信 ⑫
滝川紘史 ⑬
戸苅憲司 ⑭
柴田進太郎 ⑮

販売行為（現金の取り扱い）を行って良
いのが、観光担当職員のみの為

当日役割分担

 

 

いいな、いなり寿司の日　会場レイアウト図
レイアウト想定　①～⑮はブランド研究会関係職員　計１５名　その他は出店業者　９名程度（配置表示なし）

バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド

バックヤード

バックヤード

パネル

この動線

は確保

する

この動線

は確保す

ポールで仕切り、イベントエリアを限定する

ポールで仕切り、イ

ベントエリアを限定

する

イベントエリア入口

イベントエリア出口

混
雑
時
の
待
機
ゾ
ー
ン

※
最
長
は
Ｅ
Ｖ
の
前
ま
で
を
想
定
、
多
目
的
ト
イ
レ
と

電
話
へ
の
動
線
は
確
保
。

混雑状況を見ながら誘導

職員1名配置 整理誘導

整理誘導

職員2名配置 整理

図鑑配布＆整理・誘導

図鑑配布＆整理・誘

導

職員1名配置 図鑑配布

イベントエリア

イベント中は入口を閉鎖

入口案内を表示
イベント中は新聞コーナーは２

階へ移動

図
鑑
配
布
用
職
員
１

名

豊
川
市
緊
急
経
済
対
策
情
報

電話横の長イスをここに移動

３

５

１ ２

７

８

６

９

10

11

14

12

13

15

整理誘導

図鑑配布＆整理・誘導

４

職員１名配置 整理

バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド

バックヤード
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資料⑦ 

「いいな、いなり寿司の日」イベント報告 

 

１ 当日従事者 企 画 部 企 画 課 鈴木一寛、戸苅憲司、松本謙司、

向山 寛、柴田進太郎 

〃   秘 書 課 中山元子 

生活活性部 農 務 課 谷地耕平 

〃   商工観光課 森 敏行、大場重男、岡田哲光、

岡本 譲、梅田春樹、大茂陽一 

建 設 部 都市計画課 吉田 信 

〃   まちづくり推進課 滝川紘史 

豊川市観光協会 平賀菜由美 

市内いなり寿司出店業者 ９店舗１０名 

※氏名に下線   があるのが、研究会メンバー 

 

２ 会   場 市役所１階玄関ロビー 

 

３ 当日のタイムテーブル 

・平成２１年３月１７日（火） 

時   刻 内  容 備  考 

AM１０：００ ・研究会メンバー集合  

   ↓ 

   ↓ 

   ↓ 

・会場準備 

・各店舗にて、市役所にいな

り寿司の搬入 

１０：３０頃より、来場

者が集まりだす。 

AM１１：１０ 

   ↓ 

・いなり寿司搬入完了 

・会場準備完了 

 

AM１１：１５ 

   ↓ 

「いいな、いなり寿司の日」

イベント販売開始 

 

AM１１：３０ ・市長挨拶  

AM１１：５０頃 ・出店業者において、完売した店舗において、追加配達

ができる店舗において、追加発注を始める。 

・追加配達ができない出店業者においては、随時完売。 

PM１２：４０ ・追加配達も含めたすべての

いなり寿司が完売 

開始時のいなり寿司数 

３１５個 

最終販売数は、４３４個 
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PM １：００ 撤収開始  

PM １：３０ 撤収終了・解散  

 

４ まとめ 

事前 PR について、新聞・FM 豊橋「とよかわ GOOD CHOICE！」で広報

活動を行ったことにより、会場準備時より、市民の方が集まりだし、多くの

方が、「新聞を見て来た。」と言っていただき、改めて、新聞（特に中日新聞）

の PR 効果について、確認ができました。 

各店舗様々な工夫をしたいなり寿司が、１８店舗一同に集まったことは、

過去のいなり寿司販売ではなかった事も重なり、多くの市民・市職員に PR が

でき、今後平成２０年度中に設立を目指す「豊川いなり寿司のブランド化を

推進する組織」の活動につながっていくと感じました。 

 

当日の写真 
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また、当日の様子について翌日（３月１８日朝刊）、中日新聞・毎日新聞・東

愛知新聞・東日新聞・Ｉｊａｍｐ（時事通信社ホームページ）の報道機関に掲

載されました。 

また、市内ケーブルテレビ CCNET でも後日この模様が放映されました。 

新聞記事については、次ページ参照 
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中日新聞       毎日新聞        東愛知新聞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日新聞 
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資料⑧ 

先進地視察報告 

 

１ 視察者  企画部  企画課   主事 鈴木 一寛  

生活活性部商工観光課 主事 石黒 泰基  

豊川市観光協会  事務局長 平賀 菜由美 

 

２ 視察先 

① 東京ビジネスサミット２００８ 

東京ビッグサイト 株式会社ベンチャーリンク ネットワーク事業本部金融マーケ

テイング課大阪名古屋地域担当 大浦 方也 

② ワイワイポート横須賀 

   

３ 視察日時 

  平成２０年１０月２１日（火）１０：００～１４：３０(東京ビッグサイト) 

                １６：３０～１８：３０(ワイワイポート横須賀等) 

 

４ 理  由 

  東京で実施されるビジネスショウを視察し、各企業の展示ブースの状況を比較し、効

果的な企業誘致ブースの在り方を検討するもの。 

また、海軍カレーを地域ブランドとして立ち上げている横須賀市を訪問し、カレーシ

ョップの展開事例を見学する。 

 

５ 所  感 

＜①� 東京ビジネスサミット２００８について＞ 

○鈴木 今回のビジネスショウは株ベンチャーリンク主催のもので、ベンチャー企業に

よる新規商品の紹介や新たな販路開拓のためのビジネスチャンスの創出のための仕組

みの工夫がされていた。用地分譲の対象となるような企業よりも、これから発展しよう

としている企業の出展が多かったように思われる。 

 ただ、ブースのテーマをどのように表したら伝わりやすいのか、例えば、試食がある

とか、試供品の配布とか、もちろん見安い映像や大きなパネルわかりやすいパンフレッ

トなどは当たり前で、いかに本物を感じてもらうことが重要なインパクトではないかと

思われた。 

 企業用地の場合は、豊川市の住みよさや交通アクセスの良さなどをどのように実感さ

せることができるのかがポイントだと考える。 

 

○石黒 どのようなブースが目立つのか、集客が良いのかを気にしながら見学しまし

た。日本最大級のビジネスマッチング・イベントであり、規模が大きすぎるせいか、視

覚から特に注意を引くブースはありませんでしたが、地域で複数のブースが連なって出

展していると見学しやすかったです。また、集客については、試食や体験ができ、呼び

込みのあるブースが賑わっていました。 

 

○平賀 豊川市が出展する際は、小規模なイベントであればブース自体にインパクトを

与える必要があり、大規模なイベントであれば、いなり寿司を筆頭に複数のブースを出

展、試食を行い活力のあるブースを演出する。そこに「豊川名物いなり寿司」のネーム

バリューが向上すれば見学してもらえる機会が増えるのではないかと思いました。 

８００社以上のビジネスサミットにもかかわらず、歩きやすく、見やすく、案内も行
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き届いていたことにびっくりしました。街道別になっていたこともありますが、興味を

そそるインパクトさもあり同じ大きさのブースにもかかわらず競合しあい努力されてい

るのがよくわかりました。興味をそそらせる五感にインパクトさをあたえる努力が高い

ところへ足が運んだように思います。 

試食、体験ができるので歩いて見学していても飽きさせないコツがありました。試食

もただ、商品を配るのではなく、美味しく見せ、できたてを試食させていました。試食

中は、商品の宣伝、こだわり、多商品との違いなどをコンパクトにまとめたＰＲをして

いました。味覚で気持ちをとらえ、視聴覚で記憶させる。戦略的にはあたりまえですが、

そこには、アイディアがあり面白いと思いました。 

豊川市も企業誘致をする際、「豊川市を知ってもらう＝食で紹介する。」「名物いなり寿

司」をＰＲするとともに、いなり寿司のある豊川市でネームバリューをＵＰさせること

は、イベント時には最適ではないかと思いました。 

 

＜②わいわいポート横須賀＞ 

○鈴木 地域ブランドとしてカレーを展開している横須賀市を訪問した。短い時間であ

ったが、駅前、三笠公園周辺を歩いて回り、観光協会で紹介されたカレーショップに立

ち寄り、実際に食べてみた。 

 市内に対象となるカレーショップは市内に１３軒あるそうだが、街全体がカレー一色

というわけではない。市や商工会議所と観光協会などの仕掛けですすめられてきたよう

に思われた。 

 公園や港、まちなみなどの他の観光施設と地域ブランドのカレーを組み合わせること

で、訪問した時に「見る・聞く・食べる」という体験の厚みが増し、横須賀という街の

イメージがより鮮明になる効果はあるものと感じた。 

 また、地域ブランドを立ち上げることによって、尐なくとも幟やパンフレットなどで

地域が盛り上がっているように思えた。（実際の店内はお客は尐なかったし、町角にふつ

うに外人が歩いているが） 

 

○石黒 カレーの店舗数は尐なく、平日の１７時半ということで客もおらず、街中がカ

レー一色というイメージとは違っていました。このような状況で地域ブランドとして確

立されており、いなり寿司もいけるのかなとも思いました。 

 

○平賀 「海と歴史とカレーの街 横須賀」でＨ１０年より横須賀市は、カレーを地域

活性化として売り出しているため視察。思ったよりカレー屋さんがないのでびっくりし

ました。ただ、お店に入ると由来紹介もあることからどうして横須賀＝カレーなのかが

紹介されていたので豊川のいなり寿司販売店でも由来紹介は、すぐ実行していきたいと

思いました。 

横須賀市は、ガイドマップにもカレー屋さんの紹介、お土産でも多彩なカレー商品の

展開、案内所とお土産販売店の協同運営、道案内とお土産販売店が同じ場所にあるので

買う人への気配り感を感じました。豊川市のいなり寿司でも、①ガイドマップ②のぼり

などでいなり寿司販売店紹介③販売店でのいなり寿司の由来紹介④お土産の案内 な

ど案内を徹底していかなければならないと思いました。 

～大変貴重な経験ができました。視察に参加させていただきありがとうございました。～ 

 

５ 受領資料 

① 東京ビジネスサミットオフィシャルガイド 

②  横須賀散歩ガイドマップ 
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先進地視察報告 

 

１ 視察先及び応対者 

  栃木県宇都宮市 宇都宮市役所 経済部観光交流課：中山課長他１名 

  栃木県宇都宮市 協同組合 宇都宮餃子会 伊藤代表理事他１名 

  神奈川県横須賀市 横須賀商工会議所 まちづくり支援課：工藤主任 

  神奈川県横須賀市 横須賀市役所 経済部観光課：小池課長他１名 

  神奈川県横須賀市 ＹＹポート（横須賀海軍カレー本舗株式会社）鈴木社長 

            

２ 視察日時 

  平成 20 年１１月６日（木） 午前１０時～午後３時 宇都宮市視察 

  平成 20 年１１月７日（金） 午前１０時～午後４時 横須賀市視察 

 

３ 視察参加者 

  岡本商工観光課専門員、大茂商工観光課員、向山企画課員 

 

４ 視察報告 

   宇都宮市の宇都宮餃子について 

   １９９０年に市の職員が研修において総務省の家計調査で宇都宮市の餃子消費

量が日本一であることに着目して、餃子を使って宇都宮市をＰＲすることを提言

しました。この提言を受けて当時の商業観光課の係長が観光協会に餃子マップの

作成を働きかけるとともに、各店の事業者にＰＲ活動に参加するようにお願いに

回り始めたことが宇都宮餃子の街おこしの始まりです。この餃子店へのお願いを

根気強く続けた結果、餃子の販売事業者の意識の 

  変化につながり、みんみんなどの有力な餃子店５人の店主によって宇都宮餃子会

が結成されました。 

このように宇都宮餃子による街おこしの基礎ができた段階で行政側がマスコミ

に働きかけ、人気番組で連続して企画として取り上げてもらい、一気に宇都宮餃

子の知名度が高まりました。 

知名度が高まり、観光客が目に見える形で増加した結果、商工会議所によって

協同店舗「来らっせ」を開業（宇都宮餃子を１ヶ所で食べ歩きをしたいという観

光客のニーズに答えて誕生、現在は宇都宮餃子会が運営）、餃子のイベントである

「宇都宮餃子祭り」を実施し、宇都宮餃子の人気が不動のものとなりました。 

   餃子人気が高まるにつれ、類似商品が多く発売されるようになり、宇都宮餃子

のブランドを保護しなければならないという問題が発生しました。そこで宇都宮

餃子を商標として登録してブランドとして保護するために、宇都宮餃子会を事業

協同組合化し、宇都宮餃子を商標として登録、ブランドの保護、向上につとめる

ようになりました。この組合は現在、商標管理だけではなく、来らっせなどの協

同店舗の経営などもおこなっており、現在は、年商３億円という収入を得ていま

す。 

   宇都宮の餃子による街おこしがここまで成功した理由は、もともと宇都宮市内

に餃子という食文化が存在していたということ、餃子係長とも言える熱心な市の

職員が餃子店の事業者に対して餃子による街おこしへの協力を粘り強くお願いし

たこと、そしてその市の係長の熱意に負けた市内の有力餃子店の事業者が餃子に

よる街おこしの中心になったことによって、この街おこしを継続的な事業として

進めることができたということであると言えます。（行政などが活動の中心となる
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場合は人事異動などで街おこしの担当者が変わるたびに活動へのモチベーション

が下がり、最終的には事業自体が消滅することが多い。） 

   今後の課題としては現組合員の「味や品質、価格、接客」等の取り組みがすな

わち宇都宮餃子であるため、継続的・安定的な成長を図るためにも個々の意識向

上に寄与する仕組みの導入が課題です。また各組合員の個性や独自性を損なうこ

とのないよう十分な配慮が必要であるが、組合としては「食の安全・安心確保」

に寄与できる仕組みをどのように構築していくのかということが最重要な課題と

してあげられます。 

 

   横須賀市のよこすか海軍カレーについて 

   横須賀市は海上自衛隊から日本のカレーライスが旧日本海軍の軍隊食から始ま

ったものであり、舞鶴と呉が同じように旧日本海軍がルーツと言われる肉ジャガ

の発祥の地論争をするくらい肉ジャガを街おこしに活用している事例があること

から横須賀市でもカレーを使って街おこしをしたらどうかという提案を受け、１

９９９年５月に横須賀市、横須賀商工会議所、海上自衛隊横須賀地方総監部と協

同で「カレーの街よこすか推進委員会」を発足させ、その後よこすか海軍カレー

の商標登録や、テーマソング、ガイドマップを作成しました。その後は商店街の

空き店舗対策の一環としてＹＹポートというアンテナショップを併設した、よこ

すか海軍カレーの情報発信基地を設置したり、２０００年以降は毎年、「よこすか

カレーフェスティバル」を開催するなどよこすか海軍カレーによる街おこしに取

り組んでいます。 

他の食による街おこし活動と違い、よこすか海軍カレーの場合は市内のお店を

カレーの食べ歩きをして楽しむというスタイルではなく、レトルト商品、大手食

品メーカーやコンビニエンスストアとのタイアップ商品の販売及び商標管理が主

な活動になっている感じがします。 

カレーの街として活動を開始してから１０年目を機会に横須賀市議会議員の皆

さんがカレーの匂いがする名刺をもって視察の際にＰＲ活動をするということに

なりました。また学校給食によこすか海軍カレーを提供し、「スカレーちゃん」と

いう海軍カレーのキャラクターを学校に訪問させるなど草の根的なＰＲ活動を始

めています。 

 

   まとめ 

   以上のことから、豊川のいなり寿司のブランド化を進めていくためには、豊川 

市民に地道に働きかけ、豊川市にいなり寿司という食文化を生み出していくこと、

また食文化の創造やブランド化は事業者が中心となって進めていくことが最重要

です。また事業者が参加しやすくするために「豊川いなり寿司」のブランドの定

義を「豊川市内で製造されているもの」とするなどしてブランドの定義をシンプ

ルにすべきであると考えます。 
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資料⑨ 

 

豊川ブランド研究会 構成員名簿 

 

役割 所 属 氏名 

メンバー 企画部企画課 鈴木 一寛 

 企画部企画課 松本 謙司 

 企画部企画課 向山  寛 

 企画部秘書課 中山 元子 

 生活活性部農務課 谷地 耕平 

 生活活性部商工観光課 石黒 泰基 

 生活活性部商工観光課 大茂 陽一 

 建設部都市計画課 吉田  信 

 建設部まちづくり推進課 滝川 紘史 

 豊川市観光協会 平賀 菜由美 

 
豊川商工会議所 

中小企業相談所 所長 
松山 吉輝 

事務局 企画部企画課 戸苅 憲司 

 企画部企画課 柴田 進太郎 

 生活活性部商工観光課 森 敏行 

 生活活性部商工観光課 岡田 哲光 

 生活活性部商工観光課 岡本 譲 
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