
当選番号 賞　品　名 事業所名・連絡先 受け渡し場所・日時 事前連絡の要否

005165
パナソニック製

大型テレビ
（配送・設置工事含む）

パナショップ岩倉栄

マスノ電気

0587-37-6846

岩倉市栄町2-72

9：00～17：00

（平日のみ）

要

（配送設置予約）

023640
コロナ対策

清潔家電セット

㈱エースデンキ

0587-66-1155

岩倉市下本町燈明庵101-3

9：00～18：00

（水・木曜定休）

不要

016358
コロナ対策

おうち時間充実家電セット

㈱デンキのヤマカワ

0587-37-1034

岩倉市本町宮東15

9：00～19：00

（日曜定休）

要

一週間前

（色指定可）

022995
オーダーメイド

寝具セット
㈱ニワユー

岩倉市神野町343-1

9：00～17：00

（土・日・祝日定休）

不要

（オーダーメイド商品

の受け渡しには最短２

週間かかりますので早

めのご来店をお願いし

ます）

018735
三菱製

小型テレビ

ヨシデン

0587-37-1863

岩倉市新柳町3-42-6

9：00～18：00

（日曜定休）

要

035487
パナソニック製

ナノイー加湿器

コスモスベリーズ

岩倉店

0587-66-3101

岩倉市新柳町1-37

10：00～18：00

（水曜定休）

不要

002877 ブリヂストン製

シティサイクル

ブライトンサイクリー

0587-37-2529

岩倉市下本町燈明庵136-6

9：00～17：00

（水曜定休）

不要

036801 米・野菜・麦茶セット

愛知北農業協同組合

産直センター

0587-38-3301

岩倉市大地町西町畑５

9：00～17：00

（水曜定休）

要

３日前

28967
名古屋コーチン満喫セット

・店舗お食事券

　（和食にわ、松月）

・コーチン１羽＋半羽

関戸養鶏人工孵化場

0587-37-0369

（コーチン引渡し）

岩倉市西市町無量寺13

9：00～17：00

（平日のみ）

要

2日前

※写真はイメージです

特　賞　一　覧



Ａ賞　ふるさと納税返礼品（１万円相当）40本 　※以下のものから１点をお好きにお選びいただけます。

当選番号：末尾３ケタが「９９６」
賞　品　名 事業所名・連絡先 受け渡し場所・日時 事前連絡の要否

名古屋コーチン（1羽+半羽）
関戸養鶏人工孵化場

0587-37-0369

岩倉市西市町無量寺13

9：00～17：00

（月・水・金のみ）

要

4日前

名古屋コーチンひきずりセット

　　　　　　　　（4～5人前）

※コーチン卵（８個入り）

和食にわ

0587-66-3561

岩倉市中本町南加路桶19-1

11：30～14：00

17：00～21：00

（水曜・木曜定休）

要

３日前

お米２４kg（あいちのかおり）

　　　　　　　（６㎏×4袋）

愛知北農業協同組合

産直センター

0587-38-3301

岩倉市大地町西町畑５

9：00～17：00

（水曜定休）

要

３日前

愛知の地鶏ローストと

パーティーオードブルセット

ダールフルット

0587-22-7533

岩倉市下本町下市場125-3

ヤオハツビル1Ｆ

11：00～24：00

（月曜定休）

要

１週間前

うなぎまぶしセット4人前（2尾）

+やわらかジューシーな

　　ローストビーフ600ｇ

うなぎ茶屋かつら

（ポポット）

0587-66-6050

岩倉市中本町南白山7-6

11：00～17：00

（日曜定休）

要

４日前

イチゴのデコレーションケーキ

　　　　（直径約18㎝）引換券

+焼き菓子の詰め合わせ

+ベイクドチーズケーキ

　　　　（直径約12㎝）

アンジュール

0587-37-1188

岩倉市川井町井上1403-1

9：30～19：00

（火曜定休）

要

１週間前

ぬいぐるみストラップ（全長100ｍｍ）

高耐久ステッカー　大（165×150ｍｍ）

CD（2曲入り・カラオケ付き）

今治製ハンドタオル（350×340mｍ）

ミニトートバッグ

（タテ210×ヨコ300×マチ100ｍｍ）

ピンバッチ、ボールペン、絵はがき、缶バッチ

岩倉市制50周年記念ジップJK、またはい～わくんパーカー

洗って繰り返し使えるい～わくんマスク2枚

アクリルキーホルダー（50×40mm）

いわくら観光振興会

0587-81-3368

岩倉市栄町一丁目66

岩倉市役所１階

8：30～17：15

（平日のみ）

要

２日前

アパレルのサイズ・

カラーを確認します

※写真はイメージです



Ｂ賞　ふるさと納税返礼品（５千円相当）120本 　※以下のものから１点をお好きにお選びいただけます。

当選番号：末尾３ケタが「０１８」、「０２５」、「７８９」
賞　品　名 事業所名 所在地 事前連絡の要否

ぬいぐるみストラップ（全長100ｍｍ）

高耐久ステッカー　大（165×150ｍｍ）

ミニトートバッグ

（タテ210×ヨコ300×マチ100ｍｍ）

CD（2曲入り・カラオケ付き）

今治製ハンドタオル（350×340mｍ）

ピンバッチ、ボールペン、絵はがき、缶バッチ

いわくら観光振興会

0587-81-3368

岩倉市栄町一丁目66

岩倉市役所１階

8：30～17：15

（平日のみ）

不要

名古屋コーチン鍋セット

　　　　　　（２人前）

和食にわ

0587-66-3561

岩倉市中本町南加路桶19-1

11：30～14：00

17：00～21：00

（水曜・木曜定休）

要

３日前

お米12ｋｇ（あいちのかおり）

　　　　　　　（６㎏×２袋）

愛知北農業協同組合

産直センター

0587-38-3301

岩倉市大地町西町畑５

9：00～17：00

（水曜定休）

要

３日前

アンジュールの洋菓子セット

【名古屋コーチン卵祭り】

　黄金名古屋コーチンパウンドケーキ　18ｃｍ

　名古屋コーチン卵半熟チーズケーキ　8個

　名古屋コーチン卵クレーム・ブリュレ　6個

アンジュール

0587-37-1188

岩倉市川井町井上1403-1

9：30～19：00

（火曜定休）

要

１週間前

岩倉桜牛もつ鍋5人前
ダールフルット

0587-22-7533

岩倉市下本町下市場125-3

ヤオハツビル1Ｆ

11：00～24：00

（月曜定休）

要

１週間前

うなぎまぶしセット4人前（2尾）

うなぎ茶屋かつら

（ポポット）

0587-66-6050

岩倉市中本町南白山7-6

11：00～17：00

（日曜定休）

要

４日前

※写真はイメージです



Ｃ賞　ふるさと納税返礼品（３千円相当）400本 　※以下のものから１点をお好きにお選びいただけます。

当選番号：末尾２ケタが「８２」
賞　品　名 事業所名 所在地 事前連絡の要否

水耕栽培トマト（大玉）１箱（24～30個）

※サイズにより数が変わります

(有)井上政

0587-37-3680

岩倉市井上町422

15：00～19：00

（月・金のみ）

要（１週間前）

岩倉とうふ15個入り
かめや

0587-37-0351

岩倉市本町宮東38

　8：00～18：30

（平日・土曜）

　8：00～17：30

（日曜・祝日）

不要

ぬいぐるみストラップ（全長100ｍｍ）

高耐久ステッカー　大（165×150ｍｍ）

ミニトートバッグ

（タテ210×ヨコ300×マチ100ｍｍ）

ピンバッチ、ボールペン、絵はがき

いわくら観光振興会

0587-81-3368

岩倉市栄町一丁目66

岩倉市役所１階

8：30～17：15

（平日のみ）

不要

名古屋コーチン親子丼セット

　　　　　　　　 （２人前）

和食にわ

0587-66-3561

岩倉市中本町南加路桶19-1

11：30～14：00

17：00～21：00

（水曜・木曜定休）

要

３日前

手染め　手ぬぐい2枚

(有)旗屋中島屋

代助商店

0587-37-0064

岩倉市中本町中市場31

9：00～17：00

（平日のみ）

要

３日前

お米７ｋｇ（あいちのかおり）

　　　（4㎏×1袋、3㎏×1袋）

愛知北農業協同組合

産直センター

0587-38-3301

岩倉市大地町西町畑５

9：00～17：00

（水曜定休）

要

３日前

コーヒー豆250ｇ　3つ
いいかふぇ

0587-96-7139

岩倉市東町東市場屋敷128

9：30～15：00

（月・火・木・金のみ）

要

５日前

ワインやお酒にぴったり

オ－ドブルとピッツァのイタリアンセット

　　　　　　　　　　　　　（2~3人前）

ダールフルット

0587-22-7533

岩倉市下本町下市場125-3

ヤオハツビル1Ｆ

11：00～24：00

（月曜定休）

要

１週間前

やわらかジューシーなローストビーフ

　　　　　　　　　　　　　（300ｇ）

うなぎ茶屋かつら

（ポポット）

0587-66-6050

岩倉市中本町南白山7-6

11：00～17：00

（日曜定休）

要

４日前

パティシエ！なりきりBOX
アンジュール

0587-37-1188

岩倉市川井町井上1403-1

9：30～19：00

（火曜定休）

要

１週間前

みのりの里セット

　ふきん３枚、エコバック１つ

　アクリルたわし（丸形・角形）各１つ

　クッキー７袋（ごま、ココア、かぼちゃ、紅茶、緑茶

　　　　　　　　チョコチップ、むらさきいも　各１袋）

いわくら福祉会

（みのりの里）

0587-66-5001

岩倉市東町仙奈180

9：00～17：00

（平日のみ）

要

１週間前

※写真はイメージです


