
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7月10日まで

豊田商工会議所会報 2021.6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

生産性を向上する手段は、設備投資ばかりではありません。従業
員の技量をアップすることでも大きな成果が得られます。
本セミナーでは、生産性向上の手段として人材育成にポイントを
おき有用な制度や講座をご紹介します。

Young　Enterpreneurs　Group（若き企業家集団）の頭文字をとったもので、同時に商工会議所
青年部の持つコンセプト（若さ、情熱、広い視野）を持った経営者＝Youth,Energy,Generalistを
表しています。

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

豊田商工会議所青年部では現在約150名のメンバーが在籍しています。
幅広い業種の仲間と出会い交流が生まれる『チャンス』です!!

とよたイノベーションセンターでは、中小企業事業者さま向けのセミナーを開催しています。ぜひご参加ください。

◆商工会議所の一部会です
豊田ＹＥＧは、豊田商工会議所の一部会として、1985年に創立されました。以降、会員のスキ
ルアップのための研修会、地域経済発展のための事業などを行っており、現在に至ります。
◆異業種交流団体です
ＹＥＧは25歳から45歳までの青年経済人であれば入会することができ、会員の業種は多岐
にわたります。

集まれ豊田の青年経済人!! 新入会員募集!!

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

●ビジネスネットワークを拡げたい　●地域に密着した活動に参加したい　●スキルアップ・自己研鑽したい
といった思いをお持ちの方、ぜひご入会ください!!

豊田YEGとは？

新入会員
募集 !

活動内容

豊田商工会議所青年部

入会資格豊田YEG 豊田商工会議所会員事業所で 25歳から 43歳以下
経営者及び後継者、または会社が認める企業出向者

年会費
36,000円
但し、参加する事業や活動の内容により
登録料（参加費）が発生するものもあります。

豊田YEGでは年に数回の研修事業で自身のスキル
アップを図り、また産業フェスタやおいでん祭り
など地域事業の参加を通じてメンバー同士が汗を
流し信頼関係を築くことにより自社の発展、新た
なビジネスチャンスに繋げられる団体です。

豊田商工会議所青年部豊田商工会議所青年部
〒471-8506 豊田市小坂町 1-25

yeg@toyota.or.jp
0565-32-4567

（0565）32-1000豊田商工会議所 青年部事務局（担当：愛知）
豊田 Y E G

h t tp s : // toyo ta -yeg . com/

とは？

（入会金不要）

人材育成で生産性向上
各種人材育成制度を活用して従業員の技量アップ

IoT・DXを自社でやってみたいが、人材も時間も足りなくて悩んでいる中小製造業対象に、IoT機器導入の支援・貸出を実施します。
コーディネーターが貴社に適したIoTの仕組みを一緒に検討導入し、実際に見える化ができるまでを支援します。ぜひ、ご興味のある
方はご連絡ください。

IoT/DXの実践をサポート IoT機器貸出支援開始 「IoTやってみたい」を叶えます

開催日 6月23日（水）14：00～15：30
※オンライン開催も有

対　象 豊田市内外の中小製造業

お問合せ 豊田商工会議所 青年部担当　TEL：0565ｰ32ｰ4567

受講料 無料

次期後継者候補が見当たらない企業、他社の経営ノウハウと自
社事業との相乗効果を狙って成長を考えている企業の皆さま必
見です。

スモールM&A（第三者事業承継）セミナー
中小企業が培ってきた貴重な経営資源を
将来につないでいくため

開催日 6月25日（金）14：00～16：00（全3回開催予定）
※オンライン開催も有

対　象 豊田市内外の中小企業 受講料 無料

製造業のための儲かる仕事術 原価計算講座
儲かる現場をつくる原価の考え方

開催日 6月24日（木）13：00～16：00
対　象 豊田市内外の中小製造業
定　員 15名

お問合せ とよたイノベーションセンター　TEL：0565ｰ47ｰ1240　FAX：0565ｰ47ｰ1242
E-mail：ticinfo@toyota-innov.aichi.jp

受講料 無料

問題解決力を身に着けるＱＣ７つ道具 基礎講座
現場での実用的なスキルを重視！

開催日 7月6日（火）13：30～16：00（全4回開催予定）
対　象 豊田市内の中小製造業
定　員 15名 受講料 無料

とよたイノベーションセンターからのご案内
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クーポンコーナー


