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●上郷支所　〒470－1218　豊田市上郷町5丁目3番地1　TEL 21－0019　FAX 25－0195
●高岡支所　〒473－0917　豊田市若林西町西山18番地　TEL 52－3047　FAX 51－1095
●猿投支所　〒470－0373　豊田市四郷町東畑70番地1
　　　　　　　　　　　　　（猿投コミュニティセンター内）　TEL 45－1212　FAX 43－0190
●松平支所　〒444－2216　豊田市九久平町簗場38番地5　TEL 58－0025　FAX 86－1040

豊田商工会議所 ■中小企業相談所（支所支援管理G）
　　　　　　　　 （会員支援G）
■事業推進部　　（街・店・品づくりG）
　　　　　　　　 （事業管理G）
■総務部　　　　（総務G）

TEL ３２－4593
TEL ３２－4594
TEL ３２－４５９5
TEL ３２－４５69
TEL ３２－4568

■本所　〒471－8506　愛知県豊田市小坂本町1丁目25番地
TEL 0565－32－4567（代表）　FAX 0565－32－1000
ホームページ　https://www.toyota.or.jp
Eメール　info@toyota.or.jp

■
発

　行
　所
：
豊
田
商
工
会
議
所

■
編
集
発
行
人
：
吉
 村
 一
 孝
 

■
定

　価
：２
20円（

会
員
は
会
費
に
含
み
ま
す
） 

■
印
　刷
：
豊
田
共
栄
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

豊
田
商
工
会
議
所

豊
田
商
工
会
議
所
青
年
部

豊田商工会議所会報
The Toyota Chamber of Commerce and Industry

№815

2021.

行動する豊田商工会議所 とよたビジネスフェア 2021～変革を勝機に
会員事業所紹介 OLIVA ETERNA・Re:move
まちなか回覧版 WE LOVE とよたマルシェ 2021年度新規募集
コロナに負けない “旬なとよた”をご紹介
Sou-navi 確定申告相談・融資のご案内
情報PLUS１ 企業とSDGsの関わり方 Part1

2
2021.2

特集
緊急事態宣言発令に伴う最新情報をお届けします

編 者散文
Editor's prose

春へと少しずつ向かっていくのが２月とい
われています。私は、２月の伝統行事でも
ある「節分」を迎えると春の訪れを感じま
す。節分は立春の前日に行われるため、冬
の終わりの日でもあります。節分で行う豆ま
きは、厄を払い、福を呼び込むことが目的と
されているので、今年は同時に新型コロナ
ウイルスも払いたいものですね。季節の変
わり目ですが、まだまだ厳しい寒さが続きま
すので皆さまお身体には十分にお気を付
けください。　　　　　　　　　（T.N）

電子図書館とは？22
インターネットを通じて電子書籍を借りるサービスのこと。利用者は利用
登録を行うと電子書籍をPCやタブレットといった自分の情報端末にダウ
ンロードすることができ、貸出期限がくると自動的に読めなくなり「返却」
される仕組み。

●図書館まで行かずに24時間365日利用可能
●物理的な資料の保存スペースが必要なくなる
●文字の拡大や音声読み上げ機能も備わっていることもあり
　ハンデのある方や高齢者の方でも利用しやすい
●複数の利用者に対して同時に同じ資料を提供できる

欧米や東南アジア、特にアメリカでは公共図書館の電子書籍導入率
は95％以上と普及しており、日本でも今後普及が期待されている。

近年よく耳にする
言葉の意味を知ろう

知って
おきたい用語集

商工会議所行事予定 2021年
2月

今から準備しよう！ 中小企業向け補助金活用セミナー（当所2階またはZoom）5日（金）

第221回 珠算能力検定試験14日（日） 第87回 リテールマーケティング（販売士）検定試験17日（水）

WE LOVE とよたマルシェ 2021年度募集締切～19日（金）

WE LOVE とよた応援商品券 使用期限～28日（日）

起業集中講座20日（土） 起業集中講座27日（土）

第157回 簿記検定試験28日（日）

「WE LOVE とよた応援商品券」および
「応援食事券」の使用期限、換金期限が近づいています！

ご利用者さま
WE　LOVE　とよた応援商品券と応援食事券の使用可能期
限は、2021年2月28日（日）です。
使用可能期限が過ぎたものは、ご利用いただけませんので
ご注意ください。

取扱店さま
取扱店さまにおかれましては、2月28日（日）の営業終了後
に取扱店ポスター類を破棄していただきますようお願いし

ます。WE　LOVE　とよた応援商品券と応援
食事券の換金期限は、2021年3月15日
（月）です。3月16日（火）以降の換金は一
切応じることができませんので、必ず期限
内に手続きを行ってください。

計画的に換金手続きを行っていただき
ますよう、ご協力をお願いします。

対象商品券
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豊田市中央図書館でも
「ふるさとアーカイブ」で
資料を見ることができます！
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要請期間終了後～1か月程度の予
定です。受付方法等の詳細について
は現在調整中ですので、愛知県HP
をご確認ください。

申請受付期間

酒類の提供は11：00～19：00まで

緊急事態宣言発令に伴う
（2021年1月25日現在）

をお届けします最新情報

・業種別ガイドラインを遵守
・県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示

1月18日～2月7日(日)実施分

対象事業者

1月12日～1月17日実施分

営業時間の
短縮

支給額

主な要件

17：00～21：00
※従前より21：00～5：00の間に営業していることが必要

20：0017：00～
※従前より20：00～5：00の間に営業していることが必要

※上記２つの実施分は合わせて申請となります。
※2020年12月18日～2021年1月11日実施分の営業時間短縮要請に対する協力金（2月19日(金)締切）は、制度が異なるため、
　申請は別となりますのでご注意ください。 詳細につきましては当所HPをご覧いただくか、当所にご相談ください。

＜対象施設＞
※飲食店営業許可が必要
「酒類を提供する飲食店等」

※飲食店営業許可または喫茶店営業許可が必要
「飲食店等」

県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する
中小事業者等

1店舗1日あたり4万円（最大24万円）
※要請に応じた日数分を交付

1店舗1日あたり6万円（最大126万円）
※要請に応じた日数分を交付

期間（2021年）

各業界団体等が作成した感染拡大予防ガイドラインを遵守している事業者で、県の営業時間短縮要請に応じ
て営業時間の短縮※を実施した事業者に対し、感染防止対策協力金を愛知県が交付します。

愛知県感染防止対策協力金について

※営業時間の短縮には、感染防止対策のため終日休業した場合も含みます。

（1月12日～2月7日（日）実施分）
愛知県からの
お知らせ

※まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由書を添付して、2月15日
（月）の申請期限までに申請を完了してください。なお申請期限以降も、事務局からお送りする不備の修正（再申請）
は可能ですが、申請日が遅れると、再申請を行うことのできる期間が短くなります。期間内に不備が解消されない
場合、給付金が給付されないおそれがありますので、可能な限り早急に申請をお願いします。

上記の「簡単な理由書」については、書面（様式自由）を作成し、申請の際に添付をお願いします。
詳細につきましては、下記にお問い合わせください。

家賃支援給付金の申請期限（当初2021年1月15日24：00まで）に間に合わない特段の事情があ
る方について、書類の提出期限・申請期限が延長されていますので、下記内容をご確認ください。

家賃支援給付金の申請期限について

（予定）

お問合せ 家賃支援給付金事務局  TEL：0120ｰ653ｰ930
受付時間 8：30～19：00 平日・日曜日対応（土曜日・祝日除く）
HP https://yachin-shien.go.jp/index.html

開設時間 9：00～17：00（土日祝含む毎日）お問合せ 愛知県県民相談窓口・コールセンター   TEL：052ｰ954ｰ7453
（※別途協力金専用コールセンターを設置予定）

申請期限：2021年2月15日（月）24：00まで

検 索家賃支援給付金

お問合せ 豊田市産業部商業観光課  TEL：0565ｰ34ｰ6642

利用できる方 市内在住・在勤の方

利用要件 市内ホテル旅館組合加盟のホテル・旅館で
テレワークを行うためのデイユースプランを利用

利用可能期間 2021年１月２０日～2021年３月３１日（水）
利用可能時間 6：00～24：00までの時間帯

補助額
プラン料金（税抜）の２分の１に相当する額（100円未満切捨て、上限3,000円）

利用方法 利用申込書や詳細に関することは、豊田市HP
（https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/shogyoshinko/1041525.html）をご覧ください。

例）3,000円プラン（税別）の場合（補助金1,500円、利用者負担1,500円＋税）
7,000円プラン（税別）の場合（補助金3,000円、利用者負担4,000円＋税）

新型コロナ禍においても最前線で昼夜を問わず市民の生活を支える医療機関・
福祉施設等の従事者の方々に、感謝と応援の気持ちを込めた支援を行うため、
「新型コロナウイルス最前線応援寄附金」を募集しています。

❷新型コロナウイルス最前線応援寄附金

お問合せ 豊田市総務部行政改革推進課  TEL：0565ｰ34ｰ6652

寄附受付期間 2021年1月18日～2021年3月31日（水）
目標金額 1,000万円
寄附金の使途 医療機関や福祉施設等へお渡しする支援品

申込方法 【個人】 「ふるさとチョイス」のＨＰ⇒https://www.furusato-tax.jp/city/donation/23211
【法人】 申込書を豊田市総務部行政改革推進課に提出（メール・郵送による提出も可）

その他 寄附者から医療従事者等へ応援メッセージをいただき、支援品とともにお渡しします。返礼品はありません。
※詳細等決まりましたら豊田市HP等でご連絡いたします。

申請に必要な書類
①愛知県感染防止対策協力金交付申請書兼請求書・申請に関する誓約書

②営業実態が確認できる書類（飲食店営業許可書（証）または喫茶店営業許可書(証)の写し、確定申告書の写し）

③営業時間短縮（休業含む）の状況が分かる書類（告知Webページの写しまたは掲示ポスターの写真等）

④本人確認書類（運転免許証、健康保険証、その他公的機関が発行した証明書等の写し）

⑤振込先口座が分かる書類

（予定）

市内宿泊施設で
お得に・快適にテレワーク！

県内の営業時間短縮要請を
受けた施設を運営する事業者

大企業も
対象に追加

新型コロナウイルス感染防止対策に取り組むことを届け出
た施設を「安全・安心宣言施設」として登録し、事業者にはＰＲ
ステッカー・ポスターを提供しています。
詳しくは、下記Webサイトをご覧ください。

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anshinpr2.html

安心・安全宣言施設登録

確認して
ください！

豊田市からの
お知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国はテレワークの推進による出勤者の７割削減を目指していま
す。そこで、豊田市ではテレワークの利用促進を図るため、宿泊施設利用者がお得にテレワークを活用できる
補助金を創設しました。市内宿泊施設のデイユースプランが最大3,000円補助でご利用いただけます。この
機会にぜひご活用ください！

❶ 「テレワーク利用促進補助金」を創設市内在住・在勤の皆さまへ
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複眼の フロントライン・ソリューション

キョウエイは各分野のプロが繋がって、
三つの視点で現場のお困り事を解消します。

現場の
お困り事

ベスト
ファシリティ
(マネジメント)

ものづくり
マーチャンダイジング
ロジスティックス
(サポート)

オフィス
ファクトリー
(サポート)

クロスメディア
デザイン
(サポート)

ベスト
プロダクツ
(プランニング
＆サプライ)

ベスト
コミュニケーション
(プランニング)

http://www.toyota-kyoei.co.jp

毎日の美味しいをお届けします OLIVA ETERNA

【住所】 豊田市栄町5-2-1 三宅ビル1F　【営業時間】 8：00～17：00
【定休日】 火曜日・日曜日　　　　　　　【TEL・FAX】 0565-85-0500

「小さいお店なので生地作りから焼き上がりまで自分の手で愛情
込めて手がかけられるので、小麦の収穫時期や季節に応じて一
番美味しくなるように調整しています。お子さまから年配の方ま
でたくさんの方に召し上がってもらえれば嬉しい」と笑顔でお話
していただきました。
　最近では、「豊田市の手土産として選んでもらえるようにな
れば」との想いから、食パンやラウンド型のパンが入るオリジナ
ルのギフトボックスを作成したことで、大切な人への贈り物や
帰省の際のお土産として型崩れせずにお届けできるようになり
ました。
　誰もが忙しい朝の時間、簡単に済ませてしまうことが多い朝食
ですが、休みの日の朝くらいパンから始まるゆっくり過ごす時間
があっても良いのかもしれません。　　　　　　　　（文責M・Y）

　午前8時の開店と同時に香ばしいパンの匂いに誘われて、学
生や会社員の方が朝食や昼食を求める姿がみられる豊田市栄
町のパン屋、「OLIVA　ETERNA（オリーヴァ・エテルナ）」。〝パ
ンから始まる幸せな日常〟をコンセプトに、昨年10月永覚新町の
メグリア永覚店内から移転オープンしました。
　オーナー兼ブーランジェの三井さんは、子育て中に始めたパ
ン作りの趣味が高じてパン屋で働き始め、長く勤めるなかで国
家資格パン製造技能士1級を取得し店長を経験した後、2014
年に独立しました。三井さんが作るパンは食品添加物を極力使
用せず、惣菜パンの材料は田原市で農家を営む実家や地元の
契約農家から送られてくる新鮮な野菜をふんだんに使用して手
間暇かけて手作りしています。ショーケースには日替わりで約
20種類のパンが並び、野菜をたっぷりはさんだBLTEサンド・
MIXサンドは午前中に売り切れる人気商品です。また、パンが焼
きあがる時間をずらすことでいつ来ても焼きたての感動に出会
えるように心がけているそうです。
　OLIVA ETERNAでは市内の松平高校や豊田南高校へ昼食
時の出張販売も行っており、高級食パンブームによりパン業界
全体の価格の高騰が見受けられるなかで毎日食べてもらえるよ
うにとの想いから価格を抑えて提供しています。三井さんは、
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会員事業所紹介

本コーナーに掲載する会員事業所を募集中！ぜひご連絡ください！ TEL：0565ｰ32ｰ4567（早坂・山下）

【住所】 豊田市喜多町3ｰ55 マンションUMEYA 1F　【営業時間】 10：00～21：00　【定休日】 月・金曜日
【TEL】 0565ｰ39ｰ2532　【E-mail】 studio.remove.info@gmail.com　【LINE】 https://lin.ee/MPheQ6u

コンディショニングスタジオ Re:move

豊田商工会議所は創業される方を応援しています！　創業サポートセンター　担当 宇野　TEL：0565ｰ32ｰ4594豊田商工会議所は創業される方を応援しています！　創業サポートセンター　担当 宇野　TEL：0565ｰ32ｰ4594

創業のきっかけは？Q
A 新型コロナウイルス感染症拡大で多くの

スポーツジムなどは休業を余儀なくされ、
トレーナーとして働く私と、お客さまとのトレー
ニングの時間も少なくなりました。コロナ禍だか
らこそ、新しい生活様式に合った方法で、大切
なお客さま一人ひとりとより向き合える新しい
環境に挑戦したいと思い創業に至りました。

ビデオ通話などを利用したリモートで
のトレーニングやカウンセリングに加

え、ランニングなど外でのパーソナルトレー
ニングなど自由度の高い革新的なスタジオを
目指していきたいです。

今後の目標は？Q
A

仕事内容は？Q
A ダイエットや筋力アップを目的としたパー
ソナルトレーニングと、自身の柔道整復師

の資格を活かしたリラクゼーションや疼痛解消
を目的としたストレッチや整体をマンツーマンで
行っています。

「会報見たよ！」で
初回体験（40分）

1,000円

新規会員 コンディショニングスタジオ Re:move

トレーニングと整体を組み合わせること
で、一時的な痩身やマッサージなどの

効果のみならず、日常のパフォーマンスが向
上し、持続的な変化も感じていただくことが
できます。動きを組み合わせてオーダーメイド
なトレーニングを提案させていただくのでワ
クワクしながら取り組んでいただけます。

オススメポイントは？Q
A

製造分野から健康・サービス分野等多岐にわたる企業・団
体が出展します。セミナーや特別展示等、最新動向を実感
していただける展示会です。
今回ならではの感染症対策につながる製品紹介もありま
すので、ぜひ会場へお越しください。

政府・自治体の示す
ガイドラインに沿って
感染拡大防止対策を
実施します！

CO2排出量削減に向けて、
期待が高まる最新のFCV・EV車両を
特別に展示します！

セミナー・講演会 特別展示

空飛ぶクルマ“SkyDrive”の開発 
～2023年度の実用化に向けて～

2

株式会社SkyDrive　
代表取締役CEO 福澤 知浩 氏講　師

ものづくりミライ塾 成果発表会 
～新製品開発プロセスとプロダクト発表～

1

豊田市役所産業部次世代産業課
（TEL：0565ｰ47ｰ1250） 
【当日先着順・事前予約不要】

お問合せ

とよたビジネスフェア２０２１ ～変革を勝機に～

開 催 日

場 　 所

出展予定数

２０２１年３月１１日（木）・１２日（金）
１０：００～１７：００
スカイホール豊田（豊田市八幡町1-20）
110社・団体 小間数１４3小間
※1月19日時点

マスク着用 検温実施 除菌･消毒
ソーシャル
ディスタンス

愛知県ビジネス交流会2
未利用資源の再資源化：
都市ゴミ問題と環境問題へのアプローチ
株式会社伸光テクノス　
常務取締役 長澤 健太郎 氏講　師

取り組み
紹介

水素社会実現に向けた各国動向と
トヨタの取り組み 
～カーボンニュートラル社会をめざして～

1

トヨタ自動車株式会社　
ZEVファクトリー ZEV普及推進室 
主査・担当部長 近藤 政彰 氏

講　師

3
月
11
日（
木
）

3
月
12　
日（
木
）

リ ム ー ブ

リ ム ー ブ

OLIVA ETERNA
オ リ ー ヴ ァ ・ エ テ ル ナ

とよたビジネスフェア
HPより受講申込受付中

超小型EV
C+ｐｏｄ

新型ＭＩＲＡＩ

歩行領域EV

お問合せ 中小企業相談所 支所支援管理G 冨田・森奥　TEL：0565ｰ32ｰ4593

車イスに取り付けることで電動に

定員
40名

定員
70名

定員
70名
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まちなか回覧板 コロナに負けない

当所会員１２，０００円、市内商工会会員１８，０００円年会費

事業推進部 街・店・品づくりG 深見・成瀬　TEL：0565ｰ32ｰ4595お問合せ・資料請求

新規募集！
２０21年度「WE LOVE とよたマルシェ」

市内事業者が生産・販売している豊田の魅力ある加工食品・農産物・飲料（酒類含む）をWebサイトにて紹介し、
豊田商工会議所の幅広いネットワークを活用して、販路拡大・集客を支援します。ぜひ、広報媒体のひとつとして
ご活用ください。現在加盟店28店舗を紹介中！

新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な業種にて景気の冷え込みがみ
られるなか、地域に根差した新たな事業を展開する事業所を紹介します。

“クルマのまち豊田”から“美味しい豊田”をお届けするWebサイト

HPより申込書をダウンロードし、お申し込みください。加入条件・申込方法 検 索WE LOVE とよたマルシェ

WE LOVE とよた商品券
各期限のお知らせ
使用期間 2021年2月28日（日）

取材・商品撮影を行い当所が
運営します。

簡易版HPに
豊田市内施設他、
広域配付して
います。

リーフレットの作成 情報提供
イベント出店斡旋・
マッチング事業等
販路拡大を支援します。

＜２０２０年度実績＞

どんぐりの里特産品コーナー セブンイレブンマルシェコーナー

■WE LOVE とよたマルシェ券発行(総額100万円)（WE LOVE とよた応援商品券抽選会景品として）
■当所関連事業所HP・広報紙への掲載

換金 商品券と食事券…豊田信用金庫、マルシェ券…豊田商工会議所3階
お問合せ 豊田商工会議所 【商品券・食事券】TEL：0565ｰ32ｰ4593、【マルシェ券】TEL：0565ｰ32ｰ4595

換金期間
【商品券と食事券】 3月15日（月）
【マルシェ券】 3月12日（金）

“旬なとよた”

太啓建設グループのアグリ事業として以前から行われていた水稲栽培に加え、新たに農業に取り組むために
農地所有適格法人であるTAIKEIファーム株式会社を設立し事業を展開。ストロベリーパークみふねは従来ま
でのいちご農園とは全く違う新しいプレミアムな観光農園です。
施設はＩＣＴ化されており、最新のIPM(総合的病害虫管理)を行っています。また減農薬に貢献できる最新シス
テムを取り入れ、皆さまに安心して美味しいいちごを提供できる環境を完備しています。高設ゆりかご栽培＆
全面床コンクリート張りで土汚れを気にせず楽しめるいちご狩り農園です。バリアフリーになっているので、車
いす・ベビーカーのお客さまにも安心してご利用いただけます。いちごを摘み取っていただき、IKEAの家具で
コーディネートされたカジュアルでリラックスできる共有スペース部分で、座ってゆっくり楽しみながらいちご
を味わっていただけます。
お帰りの際にはマルシェ部分でお買い物も楽しんでいただけます。SNS映えするフォトスポットも多数用意さ
れていますので、思い出に残る一枚をぜひ残してください♬女性やお子さまにも安心して使っていただける最
新技術を取り入れた清潔なトイレも完備しています。どの年代の方にも快適かつ思い出に残る素敵な空間を
ご用意しております。ぜひお越しください。

◆ストロベリーパーク みふね

◆産地直送 “おいでん市場”

店
舗
情
報

住所 豊田市御船町東山畑34ｰ2（駐車場多数完備）
TEL 0565ｰ47ｰ1830

営業時間 10：00～16：00
（いちご狩りは15：00まで マルシェは16：00まで）

定休日 月曜日・木曜日
HP https://strawberry-park-mifune.com/

店
舗
情
報

住所 豊田市元宮町5-57 駐車場多数完備
TEL 0565ｰ77ｰ7582 営業時間 9：00～18：00
定休日 月曜日

をご紹介

■T-FACE夏休み特別企画
■とよたビジネスフェア2021（予定）

■どんぐりの里いなぶ（6社中3社成立）
■豊田市役所内ファミリーマート（4社中4社成立）

■ひまわりネットワーク「じもサタ。」にて加盟店の紹介（不定期・各回2～3店舗）
■市内企業（数社）から加盟店より手土産・返礼品として選定
■セブンイレブンでの観光ゲートウェイ事業「WE LOVE とよた」特産品コーナー設置

忘れないでください！！

コロナ禍の今こそ、Web等を使った新規販路開拓を！

代表の大橋 鋭誌さん

地元の新鮮な野菜やお肉、お米や加工品、愛知県で水揚げされたとれたての鮮魚など、地元食材はもちろん、
全国各地の美味しい食材が勢揃い。夢農人（豊田市の若手プロ農家集団）の新たな拠点として、また、全国の
農家さんが作る美味しい商品を市民の皆さまに紹介する場として、昨年12月にオープンしました。
市内で桃太郎トマトの生産も手掛ける、代表の大橋 鋭誌さんは、「来て見て楽しい店づくりを心掛けていま
す。地元商品に加え、夢農人での活動を通して出会った全国で頑張っている農業者さんの美味しいものもど
んどん紹介していきたい。」と想いを話されました。
また、店先の大きなつぼでじっくり焼いた「うめちゃんのつぼ焼きいも」は寒い冬に
ぴったり！おいでん市場名物のひとつです。今後、北海道の牛乳を使ったソフトクリー
ムの販売も計画中とのこと。
“ここにしかない”こだわりをもった品揃えで、皆さまのお越しをお待ちしています。

ゆめのーと

おおはし えつし

産地直送！ ここにしかない
こだわりの品が勢揃い！

詳しくは会報裏表紙を
ご覧ください

新しいいちご狩り
スタイルを豊田から
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確定申告相談（要予約）

対象者
豊田商工会議所地区内（本所・上郷・高岡・猿投・松平地区）の小規模事業者
※所得税の決算書の事前作成、消費税申告がある場合は課税取引金額計算表を用いて区分経理し、
　作成した申告票をお持ちください。

内　容 確定申告書の作成・実務相談　※株の配当、年金、譲渡、相続、贈与の申告は受付できません。

持ち物

●決算書、確定申告書一式（昨年の控え）
●帳簿一式
●印鑑
●事業所得以外の収入がある場合の関係書類（給与所得や公的年金等の源泉徴収票）
●配偶者（特別）控除を受ける際の配偶者の収入金額
●支払った保険料の証明書（国民健康保険料、介護保険料等）
●各種所得控除証明書（小規模企業共済、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料等）
●医療費控除を受ける際の明細書（個人別、病院別にまとめて集計してください）
●セルフメディケーション税制を受ける際の特定一般用医薬品等の領収書
　および証明書類等（予防接種済証、健診等の結果通知表（写）等）
●マイナンバーが確認できる書類（マイナンバーカード（写）、個人番号通知カード（写）等）
●本人確認書類（運転免許証（写）、保険証（写）等）
※上記のもの以外にも必要と思われるものは各自ご持参ください。
※当所にてマイナンバーを一時的に保管するにあたり、委任状への署名捺印等が必要になります。

時　間 13：30～17：00

お申込み 予約が必要です。
お近くの会場、ご都合の良い日に合わせて次ページに記載のある本・支所へお申し込みください。

本　　所
☎32ｰ4593

3月 2（火）、4（木）、8（月）、10（水）、11（木）

2月 8（月）、10（水）、15（月）、17（水）、
25（木）

会　　場 日　に　ち

令和2年度 確定申告相談スケジュール

控除証明書を紛失した場合は、それぞれ下記問い合わせ先にご連絡ください。

高岡支所
☎52ｰ3047

3月 2（火）、3（水）、5（金）、8（月）、
10（水）、11（木）

2月 8（月）、12（金）、15（月）、17(水）、
24（水）、26（金）

松平支所
☎58ｰ0025

3月 2（火）、4（木）、5（金）、8（月）、10（水）

猿投支所
☎45ｰ1212

3月 1（月）、3（水）、４（木）、9（火）、
11（木）

2月 8（月）、10（水）、12（金）、15（月）、
17（水）、24（水）、26（金）

上郷支所
☎21ｰ0019

3月 1（月）、2（火）、4（木）、８（月）、
9（火）、12（金）

2月 10（水）、12（金）、16（火）、18（木）、
24（水）、25（木）

会　　場 日　に　ち

新型コロナウイルス感染症等の感染防止のため、
来所時にはマスク着用をお願いします

お申込み
お問合せ

中小企業相談所 支所支援管理G TEL：0565ｰ32ｰ4593
上郷支所 TEL：0565ｰ21ｰ0019　高岡支所 TEL：0565ｰ52ｰ3047
猿投支所 TEL：0565ｰ45ｰ1212　松平支所 TEL：0565ｰ58ｰ0025

マル経融資の条件

マル経融資と新型コロナウイルス対策マル経融資の同時申し込みも可能です

融資のご案内（マル経融資・新型コロナウイルス対策マル経融資）

融資限度額 2,000万円
返済期間 運転資金7年以内（据置期間1年）・設備資金10年以内（据置期間2年）
融資利率 1.21％（2021年1月現在） ※金利情勢により利率は変更する場合があります。

融資資格

①常時使用する従業員が20人以下。（商業・サービス業は5人以下）
②市内で1年以上、同一事業を適法に営んでいること。
③当所の経営指導を原則6か月以上受けていること。
④所得税・県市民税その他の税の滞納がないこと。
⑤日本政策金融公庫の融資対象業種であること。
⑥豊田商工会議所の推薦が必要です。

保証人・担保 不要

新型コロナウイルス対策マル経融資の条件

融資限度額 1,000万円（通常のマル経融資と別枠）
返済期間 運転資金7年以内（据置期間3年）・設備資金10年以内（据置期間4年）

融資利率 上記通常の条件より当初3年間0.9％引き下げ。
※一定の条件により当初３年間実質無利子となる特別利子補給制度が利用できる場合があります。

融資資格
上記通常の条件に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高
または過去6か月（最近1か月を含む）の平均売上高が前年または前々年の同期と比較して
５％以上減少していること。

商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、
経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用いただける制度です。

※融資実行までにお時間がかかる場合がございます。お時間に余裕をもってお申し込みください。
※審査によってはご希望に沿えない場合もあります。予めご了承ください。

③日本政策金融公庫が審査、融資
※審査によりご希望に沿えない場合もございますので、予めご了承ください。

②商工会議所（商工会）が推薦

①商工会議所（商工会）へ申込み
※申込時の必要資料等に関しては、お問い合わせください。

マル経融資を受けるには
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Sou-navi
相談ナビゲーション

「小規模企業共済」●電話による自動発送サービス　TEL：042ｰ567ｰ3308（6：00～24：00 土日祝日含む）
●HPの再発行専用フォーム　　https://krs.bz/smrj-hp/m/37-j 

「国民年金保険」●豊田年金事務所　　　　　　　TEL：0565ｰ33ｰ1123
「国民年金基金」●愛知県国民年金基金　　　　　TEL：052ｰ232ｰ6247
「国民健康保険料」●豊田市市民部国保年金課　　　TEL：0565ｰ34ｰ6637



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEL : 090-3550-7016 
TEL︓0565-34-2583 
Email: juna-0130@ezweb.ne.jp 
住所︓豊田市十塚町 5-29-1 
営業時間︓10︓00～20︓00 

 

【お問合せ】 
名鉄トヨタホテル 
0565-35-6111 

情報PLUS１

企業はSDGｓを「共通言語」として世界中のステークホルダーとコ
ミュニケーションを取ることが求められ、SDGｓへの取り組みを評
価されます。

Part1企業とSDGｓの関わり方
毎日のようにニュースで耳にするSDGｓ。国際社会共通の目標とされ、大きく注目されています。
今月号から3か月にわたり、企業にとってのSDGｓとの関わり方について
ご紹介します。

SDGsとは、「Sustainable　Development　Goals（持続可能な開発目標）」
の略称。2015年に国連サミットで採択された2030年までの国際社会共通
の目標で、「17の目標」と「169のターゲット」で構成され、「誰ひとり取り残
さない」社会の実現に向け、途上国および先進国で取り組むものです。

共通言語

SDGｓを無視して事業活動を行うことは企業の持続可能性を揺る
がす「リスク」となり、ビジネスを通じてSDGｓに取り組むことは開
拓されていない市場を獲得するための「機会」となります。

リスクと機会

近江商人の「三方よし」の精神にもみられるように、日本企
業にとってSDGsとは未知のものではなく、多くの企業や
商慣習と親和性が高いとされています。会社が世のため
人のために存在するという考え方は当たり前のこととして
企業DNAとして受け継がれ、SDGsという考え方が無かっ
た時代から社会課題の解決に取り組んできました。会社の
理念・やるべきことを日本企業の精神で取り組めば、結果
として周囲からの評価につながるのではないでしょうか。

日本企業の理念とSDGs

〈全3回〉

SDGｓとは

３月号は企業がSDGｓに取り組みやすい支援策についてご紹介します
【参考：経済産業省 SDGｓ経営ガイド】

コロナに負けない

リモートを利用した寝具相談をはじめました

豊田商工会議所
本所に懸垂幕を
設置していますvol.06

アトマダ寝具店
TEL ： 0565-47-7200

お問合せ

先月号に引き続き、会員事業所の新たな取り組みをご紹介します。

旅行代理店として築き上げた人脈で婚活をトータルサポート

婚活サロンアイ（株式会社中央トラベル内）　TEL ： 070-2211-1288　　　
豊田市土橋町8-26-1
http://www.konkatsusalon-ai.com/

お問合せ
住　所
H　P

Ｈ　Ｐ https://www.sleep-atomada.com/
住　所 豊田市渋谷町サンプラザビルB棟

〈企業にとってSDGsとは〉

私たちの

1月14日に青年部の専門知識を持ったメンバーである「S.HOPE」内田　直希さんによる『正月太りを解消』を目的としたオンライ
ン（Zoom）セミナーを開催しました。セミナーでは日々簡単に行うことのできるエクサ
サイズなどを教えていただきました。オンライン開催のため非接触でセミナーを行う
ことができました。参加者からは「数種類のストレッチを実践したが、日々の生活でい
かに身体を動かしていないかを痛感した。青年経済人として“健康でいること”は最も
大切であるため継続して行う必要があり、引き続き取り組みたい」などの声が多く聞
かれました。
コロナ禍ではありますが、今できることを模索し活動してまいります。
「S.HOPE」内田　直希さんの会社詳細はQRコードをご覧ください。

障子を開けてみよ 外は広いぞ群 青
Zoomセミナー『任務！正月太りを解消せよ！』を開催

アトマダ寝具店は、一人ひとりに合う寝具を、
お客さまと共に作っていく「天然素材のオー
ダー寝具店」です。従来であれば、購入を検討
されるお客さまと対面でご相談していくので
すが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

を受け、昨年2月末
からお客さまの足
が遠のき始めまし
た。「寝具の購入を
検討しているが、な
かなか今は外出で

きない…」そんな声にお応えしたいと、Web
上で気軽に寝具の相談ができる環境を作りま
した。来店困難な遠方のお客さまにも気軽に
ご相談いただけるようになり、県外からの問
い合わせも増えています。
まだまだ不慣れな部分は多くありますが、
Web予約を取り入れたことをきっかけに、お
客さまとの距離感が縮まったように感じます。
今後もコロナに負けずアトマダ寝具店を選ん
でいただけるよう、お客さまの声を活かした
店づくりを続けていきたいです。

旅行代理店の株式会社中央トラベル。新型コ
ロナウイルス感染症拡大や緊急事態宣言の
影響で“自粛ムード”が高まり、旅行を自粛され
る方が増え、売上が激減し厳しい状況にあり
ます。「今まで旅行業者として豊田市に根付い
て事業をさせていただいて得た人脈を、旅行
業以外で活かし地域貢献や豊田市の皆さまに
恩返しがしたい」そんな思いを持ちスタートし
たのが、婚活サポート「婚活サロンアイ」です。
当サロンは「日本結婚相談所連盟（IBJ）」の正
規加盟店であり会員として65,000名が登録
しています。入会後は専用のアプリでお相手
の情報などをPCで見ていただき、気に入った
方がいらっしゃったら当サロンの担当者にお

伝えいただき、お相手の方の仲介者と連絡を
取ります。入会時には独身証明書などの提出
もあるため、婚活アプリで恋人を探すよりも
誠実で安心していただくことができます。
今後は市や病院・企業さまと提携を取り、福利
厚生の一環として婚活事業を拡大していこう
と考えています。“お客さまの幸せを考えて全
力で応援できる”という点では旅行業との共
通点でもあります。
旅行業はもちろん、
婚活サロンも新規事
業の柱とすべく、ま
い進してまいります。

代表の峯 功輔さん

代表の林 幸一郎さん
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〒471-0027 豊田市喜多町2丁目160番地 コモ・スクエア ウェスト
TEL:0565-31-2211 http://www.t-castle.co.jp

ホテル2階に直営和食レストランが
オープンいたしました。

ワーク・ライフ・バランスの推進をはじめ働きやすく、働きがいのある職場づくりの取り組みを積極的に
行っている事業所に対して豊田市が表彰する「はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰」。中小企業部門
として、当所会員企業コンサルティング東海さまが受賞されました。本目代表取締役はパート出身。ご自
身の子育ての経験から「女性にとって働きやすい職場」を目指して同社山本会長と制度を改革されまし
た。女性社員のなかには子育てや親の介護を行って
いる方も多く、子どもの急な発熱や親のお昼ご飯の
お世話・通院の付き添いなど、様々な事情にも柔軟に
対応できるよう、時差出勤や昼の休憩時間の拡大な
どを行っています。
仕事はマニュアルと対応履歴が共有されているため、
休みで誰かが抜けても仕事の遅れや引継ぎミスなど
が起こらない環境づくりも万全です。また地域貢献活
動にも力を入れられており、小学生に「ありがとう」
の大切さについて講演する、ありがとうカウンター講
演会の開催にも積極的に取り組まれています。

ウェビナー in 豊田
「製造業企業による経済連携協定（EPA）活用における現状と戦略的活用方法」

ジェトロ名古屋は、豊田市・当所と共催でWeb セミナーを開催します。
本セミナーでは、ジェトロ・海外調査部上席主任調査研究員　長島　忠之　氏を講師に製造業の企業が海外展開を進めるにあた
り、必要となるEPA（経済連携協定）の基礎知識や活用メリットを紹介するとともに、社内体制整備や人材育成なども含めた、
戦略的な活用方法についてご紹介します。

はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰 イキイキ大賞を
コンサルティング東海さま（当所会員事業所）が受賞

駅西ペデストリアンデッキの広場やコンテナ施設にて、物品販売や
飲食等の営業をしながら、広場の日常管理や来街者が楽しく快適に
くつろげるような魅力的な空間づくりを行っていただける事業者を
募集しています。

中小企業向けの国の補助金について中部経済産業局より講師をお
招きします。設備投資や新事業展開、コロナ禍による業態転換をお
考えの方はぜひご参加ください。

2021年2月15日（月）
※所定の応募用紙をご提出いただきます。

2021年2月16日（火）～22日（月）
原則として最長2年（2021年4月から1年ごとに契約）
※2021年4月中に営業を開始していただきます。

豊田市若宮町
（名鉄豊田市駅西ペデストリアンデッキ）
施設（コンテナ）4坪（14㎡）/
テラス（広場の半分）56坪（186㎡）　　　　
合計60坪（200㎡）

応募資格・契約・賃料については下記URL
またはＱＲコードをご確認ください。
あそべるとよたプロジェクト 
http://asoberutoyota.com

一般社団法人ＴＣＣＭ
ＴＥＬ：0565ｰ47ｰ7007　
E-mail：toyota.tccm@gmail.com

あそべるとよたプロジェクト ペデストリアンデッキ広場
令和３年度 運営補助事業者
（飲食等出店者）募集

告知 国の中小企業向け
補助金活用セミナーを開催します

報告

報告

公募締め切り

所 在 地

面　　積

面　　談

契約期間

2021年2月5日（金）13：30～15：00
当所2階・Zoom配信
会社名・受講者名・TEL・E-mailを記載の上
ticinfo@toyota-innov.aichi.jpへ
お申し込みください。
とよたイノベーションセンター
TEL：0565ｰ47ｰ1240

日　　時

2021年2月10日（水）14：00～16：30日　　時

無料参　加　費

第12回愛知県観光交流サミットinとよた
実行委員会事務局　TEL：0565ｰ34ｰ6642お問合せ

不要お申込み

https://www.city.toyota.aichi.jp/
jigyousha/other/1040960.html特設サイト

URL

会　　場

お申込み

2021年2月16日（火）15：00～16：20（接続開始時刻14：50～）
オンライン（Microsoft Teams 使用）※お申し込みいただいた方に参加URLをお送りします。
無料
90名（先着順）
2021年2月12日（金）12：00（定員になり次第締め切ります）
下記Webサイト「ジェトロ名古屋」⇒「イベント情報」⇒
「Webセミナーin 豊田『製造業企業によるEPA活用における現状と戦略的活用方法』」ページの
参加申し込みフォームに必要事項を入力の上、お申し込みください。
https://www.jetro.go.jp/events/nag/ab555114812de4be.html
日本貿易振興機構（ジェトロ）名古屋貿易情報センター（担当：熊田、大島）
TEL：052ｰ589ｰ6210　FAX：052ｰ563ｰ0170
E-mail：nag@jetro.go.jp

日　　時
方　　法
参 加 費
定　　員
申込締切

お申込み

お問合せ

お問合せ

お問合せ

NEWS TOYOTA cci News
豊田商工会議所事業のお知らせ&報告

募集のスケジュール

施設概要

告知

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社　上席主任研究員 
田中　三文　氏をはじめ地域資源を観光振興に繋げる取り組みを行っ
ている講師をお招きし、「知らなかった！地域の魅力再発見！」をテー
マに掲げ、With　コロナにより近くの観光地を訪れるマイクロツーリ
ズムが主流となっている現在、地域の魅力を新たに発見していた
だけるような視点を取り入れたプログラムを開催します。

「第12回
　愛知県観光交流サミットinとよた」
をオンライン開催します！

告知

当所で行われた珠算能力検定（日本商工会議所主催）において、2名が1級満点合格を達成しました。
第218回小笠原珠算塾　藤田 莉彩さん
第220回OKそろばんクラブ　遠藤 仁菜さん
珠算能力検定は、「かけ算」「わり算」「みとり算」の各100点、3種目計300点中、240点以上で合格となります。
1級満点合格は1回の検定でわずかな人数しか達成できないため、「段位をとるよりも難しい」関門とされ、
達成者には日本商工会議所より表彰されます。

珠算能力検定1級満点合格　おめでとうございます！

告知

スタイリッシュなオフィス

検 索観光交流サミット　とよた
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正解者のなかから10名さまに
『猿投温泉 日帰り入浴
全日無料券』をプレゼントします。

正解者のなかから10名さまに
『猿投温泉 日帰り入浴
全日無料券』をプレゼントします。

〒471ｰ8506 豊田市小坂本町1ｰ25　
豊田商工会議所 総務部 宛
メール：somu@toyota.or.jp

ハガキ、またはメールに　①クイズの解答
②気になった記事　③氏名
④郵便番号・住所　⑤事業所名
⑥その他感想を明記し、右記までご応募ください。

応募方法

2月22日（月）到着分まで
※当選者の発表は、景品の発送をもってかえさせ
ていただきます。
※ご応募された方の個人情報は、当選者の選定・
発送以外は使用いたしません。

応募締切

応　募　先

A B C D E

●□に入るのはカタカナ１文字です
●「ァ・ィ・ゥ・ェ・ォ・ャ・ュ・ョ・ッ」などの小さい字
　（促音・拗音）は、大文字の「ア」や「ツ」として１文字とします
　（例：「ショック」→「シヨツク」）
●濁音や半濁音は１文字として数えます
●A～Eに入れた文字を並べると、ある言葉が完成します

ルール

. 玄関にコレを掛けて出掛ける

. 中国地方の瀬戸内海側

. タイヤに穴があいた！

. 豆腐になる豆

. 病院の中

. スピード

. 女性のドクター

. 琵琶湖がある県

1
2
3
4
7
8
9
11

クロスワードパズル

税務相談
【本所】1日（月）・4日（木）・9日（火）・12日（金）・16日（火）・18日（木）・22日（月）・24日（水）・26日（金）／
【上郷支所】4日（木）・15日（月）・19日（金）・22日（月）・26日（金）／【高岡支所】5日（金）・10日（水）・16日（火）・
22日（月）・25日（木）／【猿投支所】16日（火）・19日（金）・22日（月）・25日（木）／【松平支所】5日（金）・
12日（金）・16日（火）・19日（金）・24日（水）

記帳方法・税額計算・消費税の仕組み等相談に応じます。

日本政策金融公庫相談員が行う最高1億2千万円までの事業資金相談。新規開業者の方
もご相談に応じます。

エコアクション21環境経営相談
認証・登録のメリット、導入までEA21の審査人が相談に応じます。

タ
テ
の
カ
ギ

. 雨が降ったらさす

. 上野のリーリー、シンシン、シャンシャン

. 茶碗蒸しの中の木の実の種

. Ｑ＆Ａ形式のゲーム

. 掃いたり拭いたり

. 豊水は和梨、ラ・フランスは？

. 輪っかのある惑星

. 栗のまわりのトゲトゲ

1
3
5
6
8
10
12
13

ヨ
コ
の
カ
ギ

タテとヨコの問題を解いて、白い□を埋めてください。

注
意
点 11 12

32

8 9

10

1

5

4

76

D

C

E

A

B

A B C D E

先月号
の答

専門家の力を借りたいとき、サッと手配します 無料の専門相談 要予約

信用保証相談
運転・設備資金の必要な方、愛知県信用保証協会相談員が応じます。

13：30～16：00 本所 第2水曜

金融公庫相談 13：30～15：00 販売促進相談
集客・売上アップのためPOP・
DM・イベントの相談に応じます。

IT相談

発明特許相談
アイデア・デザイン・意匠登録・商標・
サービスマーク等相談に応じます。

労務相談
賃金・社会保険・就業規則・
時短対策等相談に応じます。

HP作成やソフトの操作方法（Word、Excel、
PowerPoint、Access）、IT活用、PCトラブ
ルなどITに関する様々な相談に応じます。

※新型コロナウイルス感染症の影響により会場
変更もしくは延期・中止の可能性もございます。

2/16（火）、3/16（火）
14：00～17：00
本所

日 時

場 所

IT
相談員

3名定 員

株式会社ＩＴイノベーション
ＩＴコーディネーター
秋山 剛氏　福田 明弘氏

平日13：30～17：00日 時

本所場 所

《お問合せ・お申込み》

事業推進部 事業管理G TEL：0565ｰ32ｰ4569　FAX：0565ｰ34ｰ1777

《お問合せ・お申込み》
●本　　所 TEL：0565ｰ32ｰ4594　　●上郷支所 TEL：0565ｰ21ｰ0019
●高岡支所 TEL：0565ｰ52ｰ3047　　●猿投支所 TEL：0565ｰ45ｰ1212
●松平支所 TEL：0565ｰ58ｰ0025　　　　　（受付時間 8：30～17：30）

ご希望の日に開催

相談日の前営業日午前中（行政書士相談は相談日の2週間前、自社株まわり相談は
7日前）までに上記の窓口またはお電話にて事業主経由でお申し込みください。

法律相談
商取引・債権回収・交通事故・契約等のトラブルの相談に応じます。

13：30～17：00 本所 15日（月）

自社株まわり相談
自社の株式に関するご相談に、名古屋中小企業投資育成株式会社の職員が応じます。

13：30～16：00 本所 第2火曜

行政書士相談
各種法人の設立、各種営業の許可・宅建業免許申請、建設業許可・経審・入札参加申請、産
業廃棄物許可申請、外国人の在留資格申請、建築・開発・農地転用許可申請、運送業・特殊
車両通行許可申請、車庫証明、契約書の作成等について相談に応じます。

働き方改革無料相談

13：30～16：30 本所 第3水曜

ベテランアドバイザーによる改善・効率化相談（事前予約・有料）
生産活動や人事・労務など経営上の様々な問題・課題を経験豊富なアドバイザーを安い
指導料で派遣し解決に結びつけます。
【詳細・お問合せ】キャリアプラーザ協議会事務局 河上（豊田商工会議所内）TEL：0565ｰ３２ｰ４５９４

13：30～16：30 本所 第3火曜
《お問合せ・予約申込など》

※予約がなくても対応しますので、お気軽にご相談ください。

愛知働き方改革推進支援センター
0120ｰ552ｰ754

（エコアクションのみ～16：30）

下記の事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。
記入事項 事業所名、受講者名、年齢、TEL、ＦＡＸ
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ご利用方法

豊田のオトクーポン！ ●他券との併用不可　●有効期限 2021年3月10日まで

豊田商工会議所会報 2021.2月号

共通クーポン開催は原則、お申し込み後2週間以内

共通クーポン券を切り取り、利用される事業
所に直接ご提出ください。期間中何度でもご
利用いただけます（コピーも可）

ご利用上の注意
各クーポン券の内容が異なりますので、記載内容をよくご確認の上ご利用く
ださい。原則として、他のサービス券との併用はできません。サービス内容
の詳細につきましては、直接ご利用の事業所にお問い合わせください。

豊田商工会議所会員事業所、19事業所からのクーポンをお届けします。
ぜひご利用ください。（会員事業所（家族・従業員）利用可）

入場券700円を600円で販売
※12歳以下の方、60歳以上の方は現地にて
　お求めいただく方がお得です

販  売
〈本所のみ〉
※要事前予約

豊田市温浴施設じゅわじゅわ
（ほっとかん内）

TEL：080ｰ6972ｰ9190

6 脱毛サロン Punana
高校生の方まで通常料金より
最大50％割引（完全予約制）

マスクダメージケアまたは毛穴引き締めフェイシャル（60分）
7,560円→2,900円 ※毎月10名さま限定（完全予約制）

※男性も可

TEL：090ｰ1234ｰ0703

4 Shyna シエナ

※他の割引との併用不可

TEL：0120ｰ890ｰ901  http://migax.net

2 車のコーティング MIGAX NB
コーティングに限りキャンペーン価格より
さらに１０％割引

TEL：0120ｰ85ｰ1907

18 有限会社 真栄コーポレーション
 ハウスクリーニング

１０％割引
 エアコンクリーニング

１０％割引 ※2台目以降
　さらに割引有

※１枚につき１室（３泊）まで

TEL：0565ｰ31ｰ2211

15 ホテルトヨタキャッスル
宿泊 ３０％割引

16 ホテル松風（レストランwindy）

（2,200円 or 5,200円スマイルカードは除く）
TEL：0565ｰ58ｰ2900

9 トヨタセントラルゴルフ
50球追加プリペイドカード

新規ご購入時に

（受付時間 9：00～17：00）

TEL：0565ｰ80ｰ3731

8 豊田カントリー俱楽部

入会金3,300円無料
お得にプレーできるグリーン友の会

TEL：0565ｰ32ｰ3253　https://hankoyasan21.net

11 はんこ屋さん21豊田店

無料名刺・封筒の
初回データ作成代 

※基本料金より20％割引
※チェックイン時にご提示ください　※他の割引との併用不可

ＴＥＬ：0565ｰ29ｰ1811　https://www.plaza85.co.jp

13 プラザホテル豊田
げんき食堂WAKU家
飲食・テイクアウト 10％割引 メンズサウナプラザ

入泉 2,300円を 1,500円
プラザホテル
豊田 宿泊30％割引

※上限3,000円まで　※1枚につき4名さままで利用可

TEL：0565ｰ42ｰ5717

7 天ぷら 御食事処 まつ葉
飲食代１０％割引

※ご予約時に「クーポン利用」と
　お伝えください
※他の割引との併用不可
※チェックイン時にご提示ください

TEL：0565ｰ33ｰ7337　http://www.toyotahotels.co.jp

5 シティホテルアンティーズ

宿泊１０％割引

大人通常1,500円を

1,400円
岩風呂
入泉料

ホテル
金泉閣

1泊2食、昼食、
夕食の基本料金より

5％割引
TEL：0565ｰ45ｰ6111　https://www.sanageonsen.jp

3 猿投（さなげ）温泉

※新規の方のみ
※全体染め、ロング料金は
　プラス1,000円～
※特殊カラーはやって
　いませんTEL：0565ｰ42ｰ4266

1 かみいろ美人
カラーリングリタッチ料金
通常3,828円→3,278円（税込）

シーズナルキッチン『ル・ボナール』
日本料理『御河』・鉄板『欅』・
中国料理『万陽華』

お食事１０％割引
※他の割引との併用不可　※1枚につき4名さままで利用可

ＴＥＬ：0565ｰ35ｰ6611 https://www.toyota-hotel.co.jp/

17 名鉄トヨタホテル

※１枚につき１室（３泊）まで

【予約先】 TEL：0565ｰ34ｰ5555　http://www.prestige-hotel.com

10 豊田プレステージホテル
宿泊代１０％割引 ※現金のみのお支払時利用可

※チェックイン時にご提示ください
※ご予約時に「クーポン利用」と
　お伝えください

※他の割引との併用不可
※1枚につき4名さままで利用可

ＴＥＬ：0565ｰ58ｰ3500　https://www.forestahills.jp

ＴＥＬ：0565ｰ28ｰ2797　http://hotelmatukaze.com/

12 フォレスタヒルズ
食事１０％割引
【レストラン】 レストランフォンターナ・和処 花乃里

花束 アレンジメント
胡蝶蘭 観葉鉢 など

※他の割引との
　併用不可

14 flower note

ＴＥＬ：0565ｰ77ｰ7015 （月～金／10：00～19：00）
店舗詳細は 「フラワーノート」 で Web 検索を 

お花１０％割引

※基本料金より宿泊１０％割引
（朝食バイキング・日替ランチ・仕出し）食事１０％割引

TEL：0565ｰ34ｰ2583　090ｰ3550ｰ7016

19 よもぎ蒸し専門店 ビバ・ピール
特別に よもぎむし30分 2,500円！
足マッサージも無料でサービス！

※他の割引との併用不可
※クーポンを持参ください

※1枚につき10名さままで利用可
※他の割引との併用不可
※クーポンをご提示ください

当面の間中止します
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