
正解者のなかから3名さまに抽選で
【ＫｉＴＡＲＡで使える映画観賞券1名分】をプレゼント！
正解者のなかから3名さまに抽選で
【ＫｉＴＡＲＡで使える映画観賞券1名分】をプレゼント！

〒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、またはメールに下記①～⑥を
明記の上ご応募ください。
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

●下のリストから漢字を選び、空いたマスを埋めてクロスワードを完成させましょう。
●ひとつの文字は１回しか使えません。
●最後に、Ａ～Ｃのマスに入る漢字でできる三字熟語を答えてください。

応募方法

応　募　先
※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 5月21日（金）到着分まで
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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6月10日まで

豊田商工会議所会報 2021.5月号

共通クーポン

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

5 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）

※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

17 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

※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

4 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）

※１枚につき１室（３泊）まで

TEL：0565ｰ31ｰ2211

14 ホテルトヨタキャッスル

宿泊 ３０％割引

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

8 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

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

10 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

12 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

6 天ぷら 御食事処 まつ葉
飲食代１０％割引

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/

16 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

9 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

11 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

13 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

TEL：0565ｰ34ｰ2583　080ｰ6993ｰ0847

18 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！

豊田美里店 TEL：0565ｰ89ｰ5883／豊田吉原店 TEL：0565ｰ51ｰ2340
http://www.katumasa.jp/index.html

19 やわらかとんかつ かつ雅
ウーロン茶・グラスビール・茶碗蒸し・
ソフトクリームのなかからおひとつ

（受付時間 9：00～17：00）

TEL：0565ｰ80ｰ3731

7 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

※他の割引との併用不可
※クーポンを持参ください

15 ホテル松風（レストランwindy）

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

※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

※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

新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けて自企業や、会
の存続すら危ぶまれた当青年部は、「まずは会員が自企業をしっ
かり守り抜く事が最優先」と考え昨年度は活動しました。
この度、豊田市でコロナ禍における最前線の現場にて、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

３月２７日、東名高速道路　豊田上郷SAにて「豊田上郷スマートイ
ンターチェンジ」の開通式典が行われ、大村愛知県知事をはじめ国
会議員など多くの来賓が招待され、当所からは三宅会頭が出席し
ました。式典では「上郷サービスエリア」から「豊田上郷サービスエ
リア」へ名称変更の除幕式や鋏入れとくす玉開披、周辺企業の車
両による通り初めも同時に行われました。豊田市内８か所目となる
インターチェンジの開通により、輸送時間の短縮や物流コストの削
減、渋滞緩和などが期待されています。

方々に感謝と応援の気持ちを伝えたいと考え、豊田市が募集し
ている「ふるさと納税　新型コロナウイルス最前線応援寄付金」
を知り、少しでもご協力できたらと思い青年部会員有志４７名で
合計３０万円の寄付を行いました。

情熱ACTION
～感謝と使命感を持って～群 青 豊田商工会議所 青年部活動報告

４月５日に豊田商工会議所にて、第36回通常総会が行われました。昨年度はコロナ禍での活動
となりオンラインでの委員会開催や事業・活動の動画配信等、創意工夫を凝らした1年でした。
会長方針「情熱ACTION～感謝と使命感を持って～」をスローガンに、山本会長率いる2021年
度豊田商工会議所青年部の新しい活動が始まります。東海ブロック大会豊田大会を控え重要な
1年を成功に収めるため、青年部一丸となりまい進
します。
総会終了後、2020年度新入会員による「花見の宴
（新入会員紹介）」が開催。新入会員による自企業と
自己ＰＲの動画を公開しました。個性豊かな内容で
会場は大いに盛り上がりました。新たなメンバーが
新しい風を呼び、さらに勢いを増した豊田YEG今
後の活躍にご期待ください。

御 背 新 庫 号 碗 一 常 日
人 地 茶 盤 字 番 頭 海

プレゼント
※グループ人数の半数まで　※1人でご来店でもおひとつプレゼント
※注文時にクーポンをご提示ください

青年部会員有志４７名で合計３０万円の寄付を行いました
新型コロナウイルス最前線応援寄付金

＼ETC専用！全車種24時間利用可能／

高速道路の歴史と
完成までの道のりを
まとめた動画です。

市内のICを利用し
たとよたの魅力発信
の動画です。

▶　Youtube動画配信中！　◀

豊田上郷スマートインターチェンジ開通
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