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とよかわ手筒花火 

愛知県 豊川市 

愛知県豊川市の位置 

お問合せ・申込み先 〒442-8601 愛知県豊川市諏訪 1-1 企画政策課 
                   電話：0533-89-2126  ＦＡＸ：0533-89-212５ 

№.B-２ 公演ペアチケット 

数量限定 １0 セット 
申込期限 平成 29 年 10 月 31 日まで 
発送時期 ９月以降 
公演内容 「弧の会 日本舞踊公演 コノカイズム」 
公 演 日  平成 29 年 12 月 3 日（日）※開演時間は未定 
会  場 豊川市文化会館大ホール 
     愛知県豊川市代田町 1 丁目 20 番地の 4 

            電話 0533-84-8411 

留意事項 チケットは寄附者の住所にお送りします。公演日のみ有効の 
ペア(2 人分)での提供で、全席指定です。チケットの転売はご遠慮ください。
未就学児の入場はご遠慮ください。公演に関し緊急の連絡が必要な場合は、
寄附者の電話番号にご連絡しますので、ご承知おきください。 

№.C-１ 小坂井町史 
数量限定 １0 セット（年間） 

発送時期 寄附日から約３週間 

№.D-１ 音羽町史 
数量限定 １0 セット（年間） 

発送時期 寄附日から約３週間 

№.F-１ 豊川市史 
数量限定 １0 セット（年間） 

発送時期 寄附日から約３週間 

●全 10 巻（11 冊） 

●豊川市の歴史学習の一助としてご利用ください。 

●平成 18 年の合併前の旧豊川市域の内容です。 

●全 6 巻（6 冊） 

●豊川市の歴史学習の一助としてご利用ください。 

●音羽町は平成 20 年に豊川市と合併しました。 

●全 3 巻（3 冊） 

●豊川市の歴史学習の一助としてご利用ください。 

●小坂井町は平成 22 年に豊川市と合併しました。 

１）申込み方法 ①または②の方法で申込みください。 

① インターネットで申込み（あいち電子申請） ※①については平成２９年９月から申込み方法を変更する予定です。 

豊川市 ふるさと納税      検 索  または 
※URLは以下のとおりです。 

https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-toyokawa-aichi-

u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8090 
② 郵送または FAX で申込み 
  申込書の請求は下記「お問合せ・申込み先」にお電話ください。 

２）納付方法 

申込の受付後に豊川市役所から納付書を郵送いたしますので、金融機関等でお支払いください。 

【返礼品の選び方の例】 
（例）寄附額５万円の場合 
「A コース５品」 

または 
「A コース３品と B コース１品」など 

※このチラシの写真は全てイメージです。 

● 寄附額に応じて自由に組
み合わせできます。 

● 同一年度中は、同一品目
の複数選択はできません。 

～「感謝の気持ち」といっしょに「わがまち自慢の品」をお届けします～ 

とよかわ応援寄附金（ふるさと納税） 

№.B-１ いなりんグッズ詰合せ 

数量限定 １0 セット（年間） 

発送時期 寄附月の翌月中旬 

※ヘルメットは「いなりん子供用」「いなり
ん大人用」「イナリソ大人用」「いなりコ大人
用」から１つ選択ができます。 
※サインは「いなりん」「イナリソ」「いなり
コ」から１つ選択できます。 

協力 NPO 法人みんなで豊川市をもりあげ隊 

いなりんヘルメットと 

その他グッズの詰合せ 
●ヘルメット、エコバック、ハ
ンカチ、ぬいぐるみ、缶バッチ
（3 種類）、サイン色紙の詰合せ 
●いなりん達は、「キツネ」と
「豊川いなり寿司」の合体した
キャラクターで、前から見ると
キツネですが、後ろを見ると豊
川いなり寿司のお米がたくさん
詰まっています。 

（豊川市をもりあげ隊 HP） 

●各流派で修練を重ねた 12 人の男性日本舞
踊家で結成した「弧の会」。 
●躍動する“素踊り群舞”を通して日本舞踊
の素晴らしさをお届けします。 

協力 乗本畳店 

№.E-１ 畳の時計 

数量限定 １0 セット（年間） 

発送時期 寄附月の翌々月中旬 
※ 畳縁の色（青・黄）の選択ができます 

ので申込の際に色を指定してください。 

（乗本畳店 HP） 

乗本畳店の工芸畳 

畳の時計 

直径約 23 ㎝ 

●「魅力ある日本のおみ
やげコンテスト 2012」
TRADITIONAL JAPAN
部門 銀賞受賞商品です。 
●縁は古来より縁起の良
いとされる「七宝縁」を
使用。 

●乗本畳店では畳のインテリア・
雑貨商品も製作。 
●「畳の可能性を広げ、皆様の暮
らしの中でもっと畳を楽しんでい
ただきたい」という想いが詰って
います。 

畳 

協力 NPO 法人みんなで豊川市をもりあげ隊 

協力 乗本畳店 

H29.4.10 発行 

№.B-3 本宮の湯入浴券 
数量限定 １00 セット（年間） 

発送時期 寄附日から約３週間 

日帰り天然温泉「本宮の湯」 
入浴券（大判）11 枚入 

所在：豊川市上長山町本宮下 1‐1685 

電話：0533-92-1880 

営業時間：10 時～22 時（水曜定休） （HP） 

とよかわ応援寄附金（ふるさと納税） 



 

  

 

 

 

 

 

 

   

とよかわの魅力ある情報を全国に発信します！ とよかわ応援寄附金（ふるさと納税）専用 FaceBook をぜひご覧ください。 

バラ 

お米 

№.A-１ アレンジフラワー 

数量限定 100 セット（年間） 

発送時期 寄附月の翌月中旬 

     （6～10 月を除く） 

※季節によってバラの品種や色が 

変わります。 

№.A-５ 地産米「稲荷の里」10kg×1 袋 

または 5kg×2 袋 

数量限定 合せて 100 セット（年間） 

発送時期 寄附月の翌月中旬 

 

●豊川市では、150 品種

ものバラが栽培され品質の

高さに定評があります。 

●伊勢志摩サミットでは豊

川市産のバラを含む愛知県

産の花束が各国首脳に贈呈

されました。 

●ご自宅で楽しむほか、贈

答用としても最適です。 

協力 JA ひまわり 

「出荷量日本一」 

自慢のバラを組み合わせた 

アレンジフラワー 

協力 JA ひまわり 

商売繁盛のご利益で有名な 

豊川稲荷から名前をとった

縁起のよいお米 

●平成 26 年度献穀事業

としてＪＡひまわりから

天皇陛下へ献上されたお

米と同じ品種です。 

●もみ種生産から栽培収

穫物流まで一貫して豊川

市内で行っています。 

協力 (有)さんぽ道 

はちみつ・さつま芋他 

№.A-３ はちみつ来福セット 

数量限定 ２0 セット（年間） 

発送時期 11 月～2 月の発送と

なります。 

地元のおいしい食材を 

はちみつとあわせた 

縁起の良いセットです 

●豊川千両さつま芋くり～む 

繊維質が豊富な紅あずまと 

はちみつの自然な甘さが味わ

えます。トーストに塗った

り、アイスに添えてどうぞ。 

●来福はちみつ 

縁起のよい名前の木「クロガ

ネモチ」（愛知県産）の花のは

ちみつ。奥深い味わいです。 

●さんぽみち豆 

落花生を黒ごまとはちみつ、

たっぷりの三河産きな粉で包

みました。サクッサクの軽い

オリジナル菓子。 

店内にはカフェスペースもあります。 

ぜひ、お店にもお越しください。（HP） 

協力 ㈱平松食品 

№.A-２ あゆ甘露煮 

数量限定 ２0 セット（年間） 

発送時期 寄附月の翌月中旬 

あゆ 

 

あゆの甘露煮 5 尾 
●あゆの養殖が盛んな豊川市。 

「とよかわブランドあゆ」を 

使っています。 

●清楚な鮎の姿そのままに 

尾の先まで残すよう丁寧に 

素焼きし、丹精込めて炊き 

上げた甘露煮です。 

●㈱平松食品は、 

「良い甘露煮は、良い 

原料でないと作れない」

を頑なに守り、日本の 

伝統食品つくだ煮作り 

を営んでいます。 

 

モンドセレクション金賞受賞。直営店美食倶楽部 

オンラインショップ取扱商品です。（美食倶楽部 HP） 

№.A-４ ホルモン殊勲賞詰 

数量限定 ２０セット（年間） 

発送時期 寄附日から速やかに 

№.A-6 お財布用ふとん 

数量限定 30 セット（年間） 

発送時期 寄附日から約 2 週間 

※ 色（赤・黄・紫）の選択ができます 

ので申込の際に色を指定してください。 

葵出世太鼓 
№.A-7 ウイスキーどらやき 
数量限定 20 セット（年間） 

発送時期 寄附月の翌月中旬 

№.A-8 防災食セット 

数量限定 100 セット（年間） 

発送時期 寄附日から約 2 週間 

 

※各返礼品の受付終了などの情報は、豊川市 HP で確認できます。 

協力 寝具のゆたかや 

布団（お財布用） 

掛ふとん（約 27×22 ㎝）  
敷ふとん（約 32×19 ㎝） 
※中綿 めん綿 100％使用 

 

使用例  

 

運気があがる！？ 

  お財布用ふとん（枕付き） 

●お客様の大切なお財布を

寝かすための布団です。 

使う方に喜んでもらえるよ

う真心を込めて仕立ててい

ます。 

●お届けする「お財布用ふ

とん」はひとつひとつ、す

べて手作り。 

●「お客様とのご縁を大切

に」をモットーに豊川稲荷

の表参道で営業 

しています。 

A コース全品と B コースの№B-1 と E コースの返礼品は豊川市を応援してくれている地元企業などから

寄附されたものです。数に限りがありますので、予めご了承ください。 

（ブログ：店主のきまぐれ日記） 

ホルモン 

 

味つけホルモンの詰合せ 

●愛知県東三河食肉市場産を

中心としたホルモンです。 

●ホルモンその１【横綱】 

希少部位の特上ミノと豚の上

ホルモン 

●ホルモンその２【大関】 

通好みの牛のセンマイと独特

の食感のガツとハツ 

●ホルモンその３【関脇】 

牛ホルモンの定番、牛小腸と

コリコリの食感のギアラ 

●ホルモンその４【小結】 

自慢の味噌ダレで味付けした

豚の白モツ（当店人気№１） 

協力 夏目ホルモン店 

協力 こざかいとらや 

和菓子 

●平成２６年度愛知県観光

協会長賞受賞商品です。 

●日本初のウイスキーを効

かせた大人のどら焼き。 

●手焼きの生地は、美容に

とても良いと言われている

うずら卵を使用。 

●自慢の自家製餡は、国産

ウイスキーと北海道産小豆

で作っています。 

●うずらの鳴き声「ゴキッ

チョー」にちなんでご吉兆

を刻印した縁起物のお菓子

です。 

ウイスキーどらやき 

１２個入り 

（オンラインショップ HP） 

協力 トーアス㈱ 

バラについて詳しくは 

こちらから → 

※ 賞味期限 発送日から冬 15 日間、夏 10 日間 
※ お酒を使っています。未成年者、妊婦さん、授乳

期の方、車を運転される方は控えてください。 
※ 豊川市伊奈町は徳川三つ葉葵紋発祥ゆかりの 

地です。 

平成２６年度愛知県観光協会長賞受賞商品 

（JA ひまわりバラ部会 HP） 

総重量 1,020ｇ 

（トーヨーフーズ HP） 

セット内容 

コトコト野菜缶 3 缶 

・厚揚げのトマト煮 

・かぼちゃのチリソース煮 

・大根のそぼろ煮風 

どこでもスイーツ缶ミニ 3 缶 

・チーズケーキ 

・抹茶チーズケーキ 

・ガトーショコラ 

玄米ごはん 3 缶 

・プレーン 2 缶 

・ほんのりしょうゆ味 1 缶 
ロゴ入りバッグ、割り箸 3 膳
スプーン 6 本 
賞味期限ご記入用シール付 

 

●もしもの時

のために･･･

と買い込んだ

備蓄食、いつ

の間にか賞味 

ローリングストック 

～備えるために、いま食べる～ 

期限切れになったりしてい

ませんか？ 

備蓄食をいつもの食事に取

り入れ、食べて入れ替える

ことで、いざという時の賞

味期限切れを防ぎ、もしも

の時にも「いつもの味」を

食べられる。 

これがローリングストック

です。 

協力 ㈱平松食品 協力 JA ひまわり 協力 (有)さんぽ道 協力 夏目ホルモン店 

協力 JA ひまわり 協力 寝具のゆたかや 協力 こざかいとらや 協力 トーアス㈱ 

[このチラ シの 取 扱いに つい て]有 効期限 は、 平成 29 年 8 月末ま で としま す。 記載内 容のう ち「 月」に
ついて 、「 年」 の 指定が ない 場合は 平成 29 年 4 月か ら平 成 30 年 3 月 までの 期間 におけ る月と しま す。 

豊川市では、とよかわ応援寄附金（ふるさと納税）をしていただいた方（市外の方だけでなく市民の方も対象です）に寄附額に応じて豊川市の自慢の品を返礼品としてお送りしています。このチラシは、返礼品の紹介と手続きについてご案内するためのものです。 

今はじめよう、ローリングストック。 


