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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
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特集
新型コロナウイルス感染症拡大に対する
支援策のご紹介 愛知県感染防止協力金の申請サポート

相談窓口を当所４Fに開設します。申請
等でお困りの方はぜひご利用ください。
詳細は当所HPにてお知らせいたします。
【期間】6月7日（月）～7月30日（金）（予定）
【時間】平日9：00～17：00（予定）

お知らせ

中小法人・個人事業者等（本店または主たる事務所の所
在地が県内にあること）

酒類製造・販売業免許を有する中小法人・個人事業者等
（本店または主たる事務所の所在地が県内にあること）

1　対象要件
（1）2021年4月以降の緊急事態措置またはまん延防止

等重点措置に伴い、休業要請・営業時間の短縮要請
を受けて休業または時短営業を実施している飲食
店と直接・間接の取り引きがあること

（2）不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を
受けたこと

2　売上要件
　2021年4月～6月の売上の合計が、2019年または
2020年の4月～6月の売上の合計と比較して30%以
上50%未満減少していること

1　対象要件
　酒類の提供停止を伴う時短要請等に応じた飲食店と
取り引きがあること
2　売上要件
（1）2021年5月の売上が、2019年または2020年5月の

売上と比較して50%以上減少していること
（2）2021年5月の売上が、2019年または2020年5月の

売上と比較して30%以上50%未満減少している
こと

2019年または2020年の同期と比較した2021年4月～6
月の合計売上減少額（中小法人：上限40万円、個人事業
者：上限20万円）、1回限り
※愛知県中小企業者等応援金（酒類販売業者枠）との
併給調整有り

2019年5月または2020年5月と比較した2021年5月の
売上減少額（中小法人：上限20万円、個人事業者：上限10
万円）
※国の月次支援金または愛知県中小企業者等応援金
　（一般枠）との併給調整有り

対象月の「緊急事態措置」または「まん延防止等重点措置（以下「対象措置」という。）」に伴う飲食店の休業・
時短営業または外出自粛等の影響を受けていること

2021年4月以降に実施した「緊急事態措置」および「まん延防止等重点措置」による休業要請・営業時間短縮要請や不要不急
の外出・移動の自粛の影響に伴い、売上が減少した中小企業者、酒類販売業者等に対して応援金を交付します。

2021年4月以降に実施される「緊急事態措置」または「まん延防止等重点措置」に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自
粛等」の影響により、売上が50％以上減少した中小法人・個人事業者等の皆さまに月次支援金を給付し、事業の継続・立て直し
やそのための取り組みを支援します。 
※月次支援金の給付にあたっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていきます。

緊急事態措置およびまん延防止等重点措置の影響により 売上が減少した事業者に対し
「愛知県中小企業者等応援金」を交付します

「月次支援金」を交付します

新型コロナウイルス感染症関連支援策のご紹介

種　別

対　象

要　件

交付額

一　般　枠 酒類販売業者枠

お問合せ 県民相談総合窓口（コールセンター） TEL：052ｰ954ｰ7453（9：00～17：00（土曜日・日曜日・祝日を含む毎日））

お問合せ 月次支援金事務局窓口　TEL：0120ｰ211ｰ240
IP電話等からのお問合せ先：03ｰ6629ｰ0479（通話料がかかります）

申請受付
制度の詳細や申請受付期間・申請方法等は決まり次第、愛知県HPでお知らせします。
詳細は愛知県HPをご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210518ouen.html

緊急事態措置およびまん延防止等重点措置の
影響により 売上が減少した事業者に対し

【給付要件について】

2019年または2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
●中小企業等 上限20万円/月　●個人事業者等 上限10万円/月

【給付額】

対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、
売上が50％以上減少した2021年の月

【対象月】

2019年または2020年における対象月と同じ月【基準月】
4月・5月分：2021年6月中下旬～8月中下旬、6月分：2021年7月1日（木）～8月31日（火）【申請受付期間】

要件１

2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少要件2

P.2・3で
支援策をご紹介
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豊田市では新型コロナウイルス感染症再拡大に伴い、緊急事態宣言が再発令されるなど、長引く感染拡大により人の移動や
活動が長期にわたって抑制されています。その影響を大きく受け、厳しい経営環境が続いている会員事業者の皆さまに豊田
市から出された各支援策についてご紹介いたします。ぜひご活用ください。

コロナ禍に苦しむ事業所の皆さまにコロナ禍に苦しむ事業所の皆さまに

豊田市はコロナ禍において、感染対策のさらなる強化および事業者支援の拡充を図る
とともに、感染収束後の経済活動の回復へ期待を込め、以下の支援策を講じることにな
りました。

豊田市からの補助金

新しい生活様式が求められる商業環境の整備に対し、感染防止対策に必要な経費を
補助します。

新型コロナウイルス環境整備事業補助金

補助金の対象となる事業

申請受付の期間

各支援策のご紹介各支援策のご紹介豊田商工会議所は会員事業所の皆さまに寄り添います

環境整備事業補助金 手続きの流れ

申
請
者

豊
田
市

3）交付決定通知書の郵送（申請から２～３週間程度が目安）
4）補助金の振込（申請から１か月程度が目安）

（2021年4月1日から9月30日の間に補助対象経費となる機器等の
設置およびその費用の支払いが完了しているものが対象。）

2021年５月６日～９月３０日（木）

補助金の対象となる者

豊田商工会議所の会員事業所

豊田市内の事業所において実施したものであり、
対面サービス（専ら従業員向けでないものに限る）に対して実施した次の①～④の事業

・豊田商工会議所
※書類の確認を行います。

1）申請書類・報告書の提出 2）申請書類・報告書の送付

市内に本社を置く中小企業者（製造業・建設業・運輸業に限る）
①生産性の向上に係る取り組み
　デジタル化された製造設備、情報システム、人員管理システム、在庫管理システム、遠隔業務支援シ
ステム、Web会議システム、ソフトウェア等の導入を行うもの
②非接触型サービス等の導入に係る取り組み
　電子商取引、キャッシュレス決済等の非接触型の商取引を推進するもの
市内事業所において設置・利用する補助対象事業に要する経費（原則、市内に本社または事務所を有
する事業者からの購入に限る）※一部例外有り
①対象経費の1/2
②上限額・・・市内事業所の従業員数に応じて（5人以下：100万円、6～10人：200万円、
　11～15人：300万円、1６人～20人：400万円、21人以上：500万円）

豊田市産業部産業労働課 TEL 0565-34-6774お問合せ

豊田市産業部産業労働課 TEL 0565-34-6774お問合せ

【交付申請受付期間】 ～2021年8月31日（火）

豊田市内の製造業、建設業、運輸業を営む中小企業者の皆さまが、生産性の向上、電子商取引や
キャッシュレス決済などの、デジタル技術を導入するにあたり、その費用の一部を補助します。

デジタル化支援補助金

※詳細は豊田市のHPをご覧ください

【対　　象　　者】
【対　象　事　業】

【補助対象経費】

【補　助　金　額】

豊田市は、新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を
休業させ、休業手当を支給し「雇用調整助成金」または「緊急
雇用安定助成金」の支給決定を受けた事業者に対する市独
自の上乗せ補助金の対象期間を延長します。

【その他】既に当該補助金の交付を受けた事業主でも、補助額が
上限（1事業所あたり200万円）に達しておらず、延長
後の期間内に従業員を休業させ、休業手
当を支給している場合は、通算の補助額が
上限額に達するまで申請が可能です。

中小企業等雇用調整
補助金の対象期間延長

【申請期間】 ～2021年11月30日（火）

【休業期間】 2020年4月1日～2021年6月30日（水）
【条　　件】 

豊田市は、新型コロナウイルス感染症の影響で
売り上げが減っている中小企業・小規模事業者
を支援するため、関連融資の信用保証料を補助
する信用保証料緊急経済対策補助金の実施期
間を延長します。

信用保証料緊急経済対策
補助金の延長

※備品購入費・委託費・工事費・消耗品費が補助対象となります。（消毒液やマスク等一部の消耗品および消費税および地方消費税相当分は除く）
※補助事業・対象経費の一例についてはHPをご覧ください。

補
助
金
対
象【
例
】

①飛沫防止対策事業 飛沫防止シートの設置

アクリル板の設置

つい立、仕切りなどの設置等

②室内換気対策事業 換気扇の設置

窓設置工事

換気機能付きエアコンの設置等

③除菌・防菌対策事業 空気清浄機

消毒用ポンプスタンド

消毒液散布機器等

④その他対策事業 非接触型検温器

抗原検査キット

予約受付用機器の導入等

豊田市産業部商業観光課 TEL 0565-34-6642お問合せ

市内在住・在勤・在学
利用者は利用料金（税抜）の半額を宿泊施設
に支払い、豊田市は残りの半額を補助金とし
て豊田ホテル旅館組合・足助旅館組合へ支給

【対象者】
【概　要】

デイユースプランにおける、
①学校・学生のオンライン授業や勉学等の利用
（上限3,000円）
②宿泊施設内の宴会場会議室等での
テレワーク等利用（上限30万円）

【拡充内容】

利用方法や提出書類等詳細につきましては
豊田市のHPにて掲載しています。

市内宿泊施設でテレワーク等を行うためのデイユースプラン料金（税抜）の２分の１を補助する制度です。

私はこうやって申請しました

補助対象

国の助成率が10/10に満たない場合、
および基準賃金額が国の上限日額
（15，000円または13,500円）を超える場合

【実施期間】

【補助率】
100％（上限100万円）
【その他】
取り扱い金融機関による
借入れ条件を緩和

2021年4月1日
～2022年3月31日（木）まで

延長後

補助金額
※補助率80％
最大２０万円
（１事業者（１会員）あたり１回限り）

豊田市産業部商業観光課 TEL 0565-34-6642  メール：shoukan@city.toyota.aichi.jpお問合せ 豊田市HP

テレワーク等利用促進補助金（上限3,000円・30万円）
～学生の利用や会議室等の利用に補助を拡充～

■対象事例 ■対象事例
お客さまが安全にお越し
いただけるように除菌清掃
や抗菌・抗ウイルスコーティ
ングを行う費用も対象です。

お客さまが貸切バスやタクシーに安心してご乗車
いただけるよう、新型コロナウイルス感染症の有無
を確認する抗原検査キットを導入し、乗務員から
お客さまへの感染防止を強化しています。
【抗原検査とは？】鼻から検体を採取し、15分～20分ほどで
陽性・陰性の判定が出るものです。
（情報提供：株式会社西三交通）（写真提供：株式会社メンテック）

どんなことに
使えるの？

豊田市産業部商業観光課
TEL 0565-34-6642

お問合せ

裏表紙にも補助金・支援金の情報を掲載していますのでお見逃しなく！
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人の手だからできることを大切に 株式会社大宝

健康経営優良法人（大規模法人部門（ホワイト500））
健康経営優良法人（大規模法人部門） 
健康経営優良法人の方針は、健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係
企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社
会的に評価を受けることができる環境を整備することとしています。大規模法人に対しては、グループ会社全体
や取り引き先、地域の関係企業、顧客、従業員の家族などに健康経営の考え方を普及拡大していく「トップラン
ナー」の一員としての役割を求めています。

健康経営優良法人（中小規模法人部門（ブライト500））
健康経営優良法人（中小規模法人部門）
健康経営を全国に浸透させるには、特に地域の中小企業における取り組みを広げることが不可欠であり、中小
規模法人部門においては、個社に合った優良な取り組みを実施する法人を積極的に認定することで、健康経
営のすそ野を広げるツールとしています。中小規模法人に対しては、引き続き自社の健康課題に応じた取り組
みを実践し、地域における健康経営の拡大のために、その取り組み事例の発信等をする役割を求めています。

地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践し
ている大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
大規模の企業等を対象とした「大規模法人部門」と、中小規模の企業等を対象とした「中小規模法人部門」の2つの部門
により、それぞれ「健康経営優良法人」を認定しています。また各地域においても自治体等による健康経営の顕彰制度も
広がりをみせています。

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（髙橋・早坂）

「従業員の健康増進に会社全体で取り組む」ことを経営理念とし、将来の収益性向上等に向けた前向きな「投資」と
捉え実践する「健康経営」という経営手法が注目されています。健康経営への取り組みが、会社にとって“生産性の
向上”“離職率の低下”“企業イメージアップ”につながる効果も期待できます。
今月号では経済産業省が行っている「健康経営優良法人認定制度」についてご紹介します。

【住所】 豊田市上脇町松下30　【営業時間】 9：00～19：00　【定休日】 日曜日
【TEL】 0565ｰ77ｰ9438　【FAX】 0565ｰ50ｰ8399

株式会社 大宝

健康経営について

心と体のトータルアシスト Glanz
グ ラ ン ツ

会員事業所紹介

【住所】 豊田市市木町谷耳太33ｰ2　【営業時間】 10：00～21：00
【定休日】 木曜日　【TEL】 080ｰ5123ｰ2169　【E-mail】 glanz3333@gmail.com
【ＨＰ】 https://glanz-leben.jimdofree.com/

心と体のトータルアシスト Glanz（グランツ）

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

開業のきっかけを教えてくださいQ
A 18年前にリラクゼーション業界に入り整体やも
みほぐしを行ってきました。日々施術をするなかで、お
客さまが抱えている悩みを根本的に解決するにはどう
したら良いのか考えていた時、「ボディーセラピー」と
「アルマフェンテ」を知りました。この2つを組み合わ
せ、お客さまの身体の内と外の
両面から健康をサポートしたい
と思い開業を決めました。

「ボディーセラピー」と「アルマフェンテ」とは
どのようなものですか？

Q

A 「ボディーセラピー」は独自の手法で、痛みや歪み・本人の無
自覚な不調を優しく包み込むように整える施術です。回数を重ねる
ことで健康を“維持”できる身体へと変化させます。「アルマフェン
テ」は、“酪酸菌発酵エキス”に８０種類の野草、果物酵素をブレン
ドした腸内環境を改善する健康ドリンクです。

今後の目標を教えてくださいQ
A 身体の外と内から健康にアプローチできるセラピストを育成
し、本質的な健康を取り戻すことができるサロンを全国に増やした
いです。多くの方の健康寿命が延びるよう、社会貢献を行いたいと
思っています。

新規会員

心と体のトータルアシストコース
カードセラピー30分
＋ ボディセラピー60分
＋ 腸活アルマフェンテ１杯
9,500円 → 6,500円
（新規の方限定先着５名さま）（有効期限2021年9月末）
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元気な企業は取り組んでいる！ 始めませんか？

健康経営 Vol.2

健康経営優良法人認定制度とは？ （経済産業省HPより）

健康診断は健康状態をチェックする良い機会であり、社員の健康意識を高める取り組みとしても重
要です。でも費用負担が大変・・・・と頭を悩ます事業所の皆さまも多いのではないでしょうか。豊田商
工会議所では豊田地域医療センター・豊田健康管理クリニック・三九郎病院・中野胃腸病院の協力を
得て会員事業所さま向けに、労働安全衛生法に定められた定期健康診断を割安な料金で実施しま
す。詳しくは５月号折込チラシをご覧ください。

経済産業省HP： 検 索経済産業省　健康経営の推進

参考になる施策例

豊田加茂地域産業保健センターでは、法令上産業医選任義務のない労働者数50人未満の小規模事業場と
そこで働く方を対象に、保健指導などの産業保健サービスを無料で行っています。
健康診断の結果にもとづく医師との相談をはじめ、保健指導、メンタルヘルス不調に対する面接指導など無
料で提供されるサービスもありますので、ぜひご活用ください。

◆健康経営優良法人にはこんな種類があります！

50人未満の小規模事業者の「事業者」「労働者」の皆さま必見！ 健康診断後の無料相談サービスについて

（1）

　豊田商工会議所では、豊田地域医療センター・豊田健康管理クリニック・三九朗病院・中野胃腸
病院の協力を得て、会員さま向けに労働安全衛生法に定められた定期健康診断を、割安な料金で
実施いたします。オプションで、胃がん（間接撮影）検査（※１）、大腸がん検査もあります。
　なお、豊田地域医療センターでは、脳ドック（※２）、肺ドック（※３）、三九朗病院・中野胃腸
病院では婦人科検診（※４）のご利用もおすすめしています。ぜひご利用ください。

豊田商工会議所会員事業所の皆さまへ

自分の健康・従業員の健康は定期健診でしっかり管理！

2021年度定期健康診断のご案内

受 診 コ ー ス 及 び 料 金

ア. 基本健診 　　　　　　　　　　 7,300円
〔検査項目〕
■医師の診察・問診　 ■身長・体重・視力・聴力の検査・腹囲測定
■胸部エックス線デジタル、または直接撮影 　■血圧の測定 　■尿検査（蛋白・糖）
■貧血検査（赤血球・白血球数・血色素量・ヘマトクリット値・血小板数）
■肝機能検査（AST・ALT・γ-GT）
■血中脂質検査（中性脂肪・HDL・LDLコレステロール）
■心電図検査（安静時標準12誘導心電図） 　■糖尿病検査（血糖・HbA1c）

イ．基本健診+大腸がん検査
　　　　　　　　　　　　　　   　　 8,591円  豊田地域医療センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田健康管理クリニック
　　　　　　　　　　　　　　   　　 8,600円（三九朗病院）
　　　　　　　　　　　　　　   　　 8,400円（中野胃腸病院）

ウ．基本健診+胃がん検査
　　　　　　　　　　　　　　   　　 15,400円（豊田地域医療センター）
　　　　　　　　　　　　　　   　　 15,375円（豊田健康管理クリニック）
　　　　　　　　　　　　　　   　　 15,400円（三九朗病院）
　　　　　　　　　　　　　　   　　 15,300円（中野胃腸病院）

エ．基本健診+大腸がん検査+胃がん検査
　　　　　　　　　　　　　　   　　 16,657円（豊田地域医療センター）
　　　　　　　　　　　　　　   　　 16,632円（豊田健康管理クリニック）
　　　　　　　　　　　　　　   　　 16,670円（三九朗病院）
　　　　　　　　　　　　　　   　　 16,400円（中野胃腸病院）

※料金は全て税込金額です。

（

（

愛知県中小企業共済協同組合発行の「共済付帯サービス利用助成券」をご持参の方は、
助成（ア・イ・ウの場合1，500円、エの場合5，000円）の対象となります。受診時に助成券をご持参ください。
※三九郎病院につきましてはご利用いただけません。　※助成金額はそれぞれ最高限度額です。

らく  さん  きん  はっ  こう

　「金属を“再生”する加工ができるって面白いでしょ。」と
笑顔で話すのは株式会社大宝　代表取締の中村佳子さ
ん。岡崎市で金属加工業の経験を積んだ後、今年１月、
一目惚れしたという緑豊かな豊田市上脇町にご夫婦で
会社を設立しました。
　大宝では、砂状の研磨剤を高圧で噴射して製品表面
に加工を行う“サンドブラスト加工”を主に行っています。
“サンドブラスト加工”を行うことで、塗装不良の金属製鍋の
塗料を剥がして再塗装できる状態に戻すこともできます。
　「事務作業が苦手なので、現場で作業するほうが好き
なんです。どうやったらお客さまの要望に合った仕上がり
になるのかを考えながら、セラミックや樹脂など様々な種
類の研削材を配合し、作業しています。答えがひとつでは
ない金属加工って本当に奥が深いし楽しいんです」と話
す中村さん。
　大宝の強みは、作業全てを人の手で行うこと。人の手
だからこそできる細かなおうとつや特殊な形状のものをお
客さまの要望に合わせて加工することができます。

　「金属加工業は多くの可能性を秘めています。今まで、
多くの方にお世話になってきたので、その恩返しとしてお
客さまとの縁を大切にしたいと思っています。『こんなこ
とってできるのかな？』『こんなことってお願いしてもいいの
かな？』という些細なことでも、何でも相談してほしい。」と
いう中村さん。大宝が金属加工として取り扱うのは金属
だけではなく、要望によってはバイク部品の洗浄剥離や、
調理場の五徳をきれいにすることもあります。また、新たに
“サンドブラスト加工”を用いて木目を活かしたまま文字を
彫る加工にも挑戦しています。
　今後も確かな技術と品質を常に保ちながら、新たなア
イデアへの挑戦を続けていきます。

※健康経営は、
　NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

健 康 診 断 の 促 進

とよたcci.mail 2021／6月号4 5とよたcci.mail 2021／6月号



〒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

表示価格は、サービス料・税込みでございます。

レディースランチ
￥3,500

季節の素材を用いたヘルシーメニュー、お米は
愛知県初の特Aを取得したミネアサヒを使用。

今回紹介の4つの商品は、のしとギフト包装が可能です！

“クルマ”だけじゃない“美味しい豊田市”をお届けします

WE LOVE とよたマルシェ
お得意先へのお礼や、初めて訪問する企業への挨拶で印象を左右する手土産。
逸品揃いのWE　LOVE　とよたマルシェの商品を、様々なシーンでご利用ください。

検 索ＷＥ ＬＯＶＥ とよたマルシェ

●株式会社ふるさと本舗

昭和26年創業以来永続的な人
気を誇り、黒蜜を使った柔らかな
皮と餡が絶妙なバランスのお菓
子。またひとつ食べたくなるよう
なちょうどよい甘さが特徴です。

もうひとつ食べたくなる、懐かしく素朴な味わい

【住　　所】 豊田市九久平町河原畑６２ｰ３
【　T　E　L　】 0120ｰ03ｰ0171

松平まんじゅう

１個 130円
～30個 4,050円
賞味期限：製造日から3日
購入方法：

●ブルーベリーのこみち

こんがり焼きあがったパイ生地
と、中のブルーベリージャムは地
元の農園で摘み取ったもの。パイ
生地のさくさく感と下地のもっち
り感、ブルーベリーの粒感を楽し
むことができます。

外はサクッ、中はもっちり 贅沢な食感と味わい

【住　　所】 豊田市野入町ナギ下13ｰ12
【　T　E　L　】 0565ｰ82ｰ3365

ブルーベリーパイ

1ホール 1,680円
賞味期限：製造日から7日
購入方法：

購入方法： メール注文 電話注文 FAX注文

●徳本まんじゅう本舗

北海道産の手亡豆から練り上げた白あ
んを家伝秘法の調合による生地で包み
ました。口に入れた瞬間、やさしい甘さ
がふわっと広がり、舌触りなめらかにな
るように仕上げました。抹茶味、季節限
定で栗味、ゆず味を用意しています。

70年余続く秘伝の焼きまんじゅう

【住　　所】 豊田市中垣町広畑6ｰ5
【　T　E　L　】 0565ｰ58ｰ0353

徳本まんじゅう

箱入り（白あん）10個 1,550円～
賞味期限：夏期 製造日から7日、
　　　　　冬期 製造日から10日

購入方法：

●日月もなか總本舗 川村屋

大手亡を使用した透き通るような白あ
んは、自然の甘さを生かした製法と匠
の技で炊き上げています。白あんをサ
クサクの最中で挟みました。白あんと、
小豆の２種類をご用意しています。

100年続く足助の名物和菓子

【住　　所】 豊田市足助町田町22
【　T　E　L　】 0565ｰ62ｰ0014

日月もなか

箱入り（白あん）5個 674円、
おしゃれな箱入りは4個 670円
賞味期限：製造日から14日＊小豆は7日
購入方法：

とよた元気プロジェクト実行委員会は豊田市の魅力を発信する「とよたPR大使」を2～3名を募集します。
あなたが想う“とよた”の魅力を“第9期とよたPR大使”として発信しませんか？
たくさんのご応募を心よりお待ちしています。

とよたの魅力を市内外へ向けて発信！

第9期とよたPR大使募集
任　期 2021年9月1日（水）～2022年8月31日（水） 賞　金 20万円

応募資格

応募方法

選考方法 ①書類審査：審査結果を通知
②面接審査：2021年7月31日（土）豊田商工会議所

お申込み
お問合せ

とよた元気プロジェクト実行委員会
（事務局：豊田商工会議所内）
〒471ｰ8506 豊田市小坂本町1ｰ25
TEL：0565ｰ32ｰ4595 

応募締切

7月16日（金）
まで!

2年間の活動を通して、豊田市の様々な魅力を再
発見することができ、より一層豊田市が好きになり
ました。
活動では、とよたPR大使ならではのたくさんの貴
重な経験ができます。
豊田市が大好き！豊田市の魅力を伝えたい！新しいこ
とに挑戦したい！という思いをお持ちの方はぜひ挑戦
してみてください。
ご応募お待ちしています。

第8期とよたPR大使
筒井 亜美さん

ラグビーワールド
カップ関連イベント
に参加しました。

「ひまわりネット
ワーク」さんの番
組に出演しました。

とよたPR大使として2年間、務めさせていただ
きました。
活動を通して、豊田市は食・自然・文化など魅力
溢れる素敵なまちであることを改めて実感しま
した。一つひとつの活動や出会いが大変貴重
で、かけがえのない経験になりました。
「WＥ　LOVE　とよた」の思いを持ち、豊田の魅力を伝
えたいという皆さま、ぜひチャレンジしてみませんか？
ご応募お待ちしています！

詳細は申込書・豊田商工会議所HPまたは、
Facebook・Instagramをご覧ください。

第8期とよたPR大使
倉山 沙葵さん

鞍ケ池公園で行われ
たガズーレーシング
ラリーチャレンジを
盛り上げました。

大阪駅にて、豊田
市の観光ＰＲを行
いました。

pick up!
今月の

活動
紹介

①満１８歳以上で豊田市内に在住・在勤・在学（高校生不可）
の健康で明朗な方
②PR活動に際し、勤務先などの理解が得られる方
③モデルなどとして専属契約していない方

申込書に必要事項を記入し、写真添付の上、事務局に郵送
またはご持参もしくは、下記QRコードからGoogleアカウン
トを使用の上、ご応募ください。

活動
紹介

とよたPR大使
申し込み詳細

とよた元気プロジェクト
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＼　設備投資を検討している方 必見　／
マル経融資の設備資金貸付利率特例制度

【申し込み条件】
①従業員数が、商業・サービス業は5人以下製造業その他の業種は20人以下であること
②税金の滞納がないこと
③直近1年以上商工会議所地区内で事業を行っていること
④商工会議所の経営指導を原則6か月以上受けていること
⑤日本政策金融公庫の融資対象業種であること
【貸付限度額】　2，000万円
【返済期間】　運転資金7年以内／設備資金10年以内
【適用利率】　1.21％（2021年5月1日現在）

マル経融資共通事項

①常時労働者数が、300人以下の事業所
　（卸売・サービス業は100人以下、金融・保険・不動産・小売
業では50人以下）
②当所会員事業所（別途入会規約有）
③豊田市内に事業所を有し、事業実態があること

対　象

業種と労働者数によって算出
※委託するには委託手数料が毎年必要です

委託手数料（年間）

●雇用保険・労災保険の保険料の申告手続き　　●従業員の入社・退職時の届出等
●その他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務
　※印紙保険料に関する事務ならびに労災保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働事務組合が行うことのできる事務から除かれています

どんなことをサポートしてくれるの？

マル経融資とは、小規模事業者経営改善資金の略称で、無担保・無保証人の融資制度です。下記の条件をすべて満たし
ていると申し込むことができます。さらに設備投資資金については、付加価値額の伸び率が見込まれるものについては
一定期間の金利優遇が受けられます。

＼　煩わしい！ 時間がかかり面倒！ そんな労働保険の手続きはお任せ　／
豊田商工会議所 労働保険事務組合

労働保険は、労働者（正社員・アルバイトやパートタイマーを含む）を1人でも雇用したら必ず加入しなければなりません。
複雑な労働保険手続きを当事務組合がしっかりサポートします。ぜひ、ご活用ください。
※労働保険事務組合とは厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です

設備貸付利率特例制度の概要
【適用条件】　5年間で2％以上の付加価値額の伸び率が見込まれる設備投資を行う事業者※1

【貸付利率】　2年間は適用利率から0.5％優遇（適用利率1.21％－0.5％＝0.71％ 2021年5月1日現在）

事業内容代行します！

①法人の役員・個人事業主および家族従業員も労災保険に特別加入できる制度を利用できます！
　※包括加入等の要件があります
　⇒従業員と同じ仕事をしていて、労災事故にあった場合に補償される任意加入制度です
②保険料の額にかかわらず、年３回の分納になります。
　⇒事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません
③労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます！

＼　事務組合に事業委託すると、こんなお得なメリットがあります　／

設備投資をお考えの方は、上記の申し込み条件に加え、
下記の適用条件を満たすことで特例制度を利用することができます

※1 付加価値額の伸び率が見込まれるとは、次式で算出した付加価値額の伸び率が5年以内に2％以上になることをいいます※２
　　計画完了時の付加価値額－直近期の付加価値額
　　計画完了時の伸び率（％）＝直近期の付加価値額×100≧2％
※2 付加価値額は、営業利益＋人件費＋減価償却費で算出します

融資実行までにはお時間がかかる場合があります。余裕をもってお申し込みください。
また、審査によってはご希望に添えない場合もありますので、予めご了承ください。

本　　所 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

お申込み・お問合せ

詳細については当所にお問い合わせください。

●本　　所　豊田市小坂本町1ｰ25
　　　　　　TEL：0565ｰ32ｰ4567（代表）
●上郷支所　豊田市上郷町5ｰ3ｰ1
　　　　　　TEL：0565ｰ21ｰ0019
●高岡支所　豊田市若林西町西山18
　　　　　　TEL：0565ｰ52ｰ3047
●猿投支所　豊田市四郷町東畑70ｰ1
　　　　　　TEL：0565ｰ45ｰ1212
●松平支所　豊田市九久平町簗場38ｰ5
　　　　　　TEL：0565ｰ58ｰ0025

お問合せ 豊田商工会議所
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ＴＥＬ︓080-6993-0847 
ＴＥＬ︓0565-34-2583 
E-mail:juna-0130@ezweb.ne.jp 
住所︓豊田市十塚町 5-29-1 
営業時間︓10︓00～20︓00 

新
し
い
、共
栄
。

豊田共栄サービス㈱は、このたび
㈱トヨタエンタプライズと合併し、
社内カンパニー
「共栄カンパニー」として
新しい第一歩を踏み出しました。

相談所より

本所
14：00～17：00IT相談

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。

6月15日（火）日　時 3名定　員
秋山 剛氏、福田 明弘氏 （株式会社ＩＴイノベーション ＩＴコーディネーター）IT相談員
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・TEL・FAX

お問合せ

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

●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

相談日の前営業日午前中（自社株まわり相
談は7日前）までに左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。

お問合せ・お申込み
【受付時間】 8：30～17：30 

もっと豊田商工会議所を使ってほしい！
そんな想いからの新企画です。
ぜひ当所をご利用ください♬

＼ぜひご利用ください／
豊田商工会議所の活用方法ガイド

事業推進部 事業管理G  
TEL：0565ｰ32ｰ4569

お問合せ

※休日等は料金が変更になりますので詳細はHPをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症防止のため、現在は上記定員数
　の1/2を定員とさせていただいています。

◆自社PRツール

総務部 総務G  
TEL：0565ｰ32ｰ4568

お問合せ

※詳細はお問い合わせください。

会報誌に会員事業所さまの
PRチラシを同封するサービスです。
ぜひご利用ください。

【料金】
A４：非営利価格 66,000円／営利価格 88,000円
A3：非営利価格 88,000円／営利価格 110,000円

豊田商工会議所「会報誌」
広告チラシ封入サービス

会報誌と同封でお送りするため、単独のDMに比べると
高い開封率が期待できます。

開封率が高い！

読者は豊田市内の中小企業経営者や従業員の方が多
いため、不特定多数の方へのPRではなく、ターゲットを
絞ったPRが行えます!

ターゲットを絞ったPRができます！

仮に郵送で1通84円×6,300通とすると529,200円
とてもチラシ折り込みはお得です♪

会員事業所さまは特別価格でチラシの
折り込みをしていただけます♬（約6,300部）

豊田商工会議所HPバナー掲載
当所HPへバナーを掲載◎！
会報読者のみならず
多くの方へのPRができます！

【料金】
バナー掲載：25,000円／1年間　3,000円／1か月

自社のHPをリンクできます◎
１か月3,000円からと価格もお手軽です◎

※最低1か月からお試しいただけます♬

豊田商工会議所「会報誌」
紙面広告掲載サービス
会報誌の下部分に掲載。毎月自社のPRを印刷費などな
く会報紙面でPRできます！

【料金】
広告１コマ：5,500円／1か月

データの送付だけでOK！印刷費がかかりません
１か月5,500円から価格もお手軽です◎

※最低6か月より～

◆貸会議室
会議・研修会・入社式・試験会場・オン
ライン会議など皆さまの用途に合わ
せてご利用いただけます。Wi－Fi環
境が完備されており、マイクやプロ
ジェクターなどの備品もお使いいた
だけます。（別途料金有）お申し込み方
法や詳細は当所ＨＰをご覧ください。

部屋

2F

2F

2F・
4F

4F

収容人数

1室
2,500
1室
2,000
1室
2,000
1室
10,000

1室
50名
1室
6名
1室
24名
1室
68名

1室
2,500
1室
2,000
1室
2,000
1室
10,000

1室
3,000
1室
2,500
1室
2,500
1室
10,000

1室
3,000
1室
2,500
1室
2,500
1室
10,000

料金（円）※会員料金
午前
9：00～12：00

多目的ホール
201～204

応接室
205

会議室
206・401

特別会議室
403

午後
13：00～17：00

夜間A
18：00～21：00

夜間B
21：30～23：00

自社のスペースだと

少し手狭だな・・・
そんな時に！

広告をお値打ちに
打ち出したい・・・
そんな時に

メリット

メリット
メリット

新型コロナウイルス感染症による影響を受ける市内の中小企業・小規模
事業者の皆さまからの経営相談や新たな各種補助金制度等を活用いた
だくため、当所では、中小企業診断士による個別相談会を開設しました。
各種補助金の申請手続き（小規模持続化補助金・再構築補助金・ものづく
り補助金・ＩＴ補助金他）をはじめ経営革新計画等作成のお手伝い、その他
経営上で悩み・困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

202１年４月５日～2022年3月29日（火）までの
毎週 月曜日・火曜日　13：00～17：00（ただし祝日は除く）

設　日

豊田商工会議所会館 1Ｆ 102会　場
中小企業診断士 野中龍一氏、中小企業診断士 立岩義典氏相談員
事前予約（開設日の前日までに電話にてお申し込みください）申込方法
相談はすべて無料その他

中小企業相談所  TEL：0565ｰ32ｰ4594お問合せ・お申込み

中小企業診断士による個別相談開設

相談所より

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。

第２水曜日13：30～16：00

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。

21日（月）13：30～17：00

15日（火） 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。

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。

第2火曜日13：30～16：00

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。

平日 13：30～16：30

13：30～17：00

13：30～17：00

13：30～17：00

13：30～17：00

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。

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。

金融公庫相談
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。

13：30～15：00
当面の間中止します

税務相談
記帳方法・税額計算・消費税の仕組み等相談に応じます。

豊田商工会議所では会員の皆さまにご利用いただける相談・労働保険・共済制度などを
ご用意しています。ぜひ気軽にお困りごとがあった際には
ご利用ください！

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
ぜひご利用ください

働き方改革無料相談 15日（火）13：30～16：30
＜お問合せ・予約申込など＞愛知働き方改革支援センター

※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。0120-552-754

※開催は原則、お申し込み後2週間以内ご希望日に開催

要予約
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【日　　時】 2021年9月7日（火）13：00～16：30
【開　　催】 オンライン会議システム「Zoom」を活用し開催
【参　加　費】 1社（1ユーザー）3，000円
【お申込み】 QRコードよりご確認ください
【お問合せ】 碧南商工会議所 鈴木 TEL：0566ｰ41ｰ1100

理工系大学教授との
西三河地区合同情報交換会
理工系大学教授との
西三河地区合同情報交換会
理工系大学生人材確保と産学連携を目的とした西三河地区合同での「理工系大学就職
担当教授等と採用担当者との情報交換会」を行います。ぜひ、ご参加ください。
理工系大学生人材確保と産学連携を目的とした西三河地区合同での「理工系大学就職
担当教授等と採用担当者との情報交換会」を行います。ぜひ、ご参加ください。

本事業は、事業承継にかかる融資資金の借り入れに必要な信用保証料を補助することにより、事業の承継を促し、市内中小企
業の維持・発展を図ることを目的としています。
■対　　象　豊田市内に住所（法人の場合は本店の所在地）および事業所を有する方
　　　　　　豊田市内の取り扱い金融機関から愛知県経済環境適応資金 事業承継支援資金を借入れた方
■補　助　率　（限度額）75％（50万円） ※詳しくは豊田市のHPをご覧ください。
■お問合せ　豊田市産業部商業観光課　TEL：0565ｰ34ｰ6642　メール：syoukan@city.toyota.aichi.jp

信用保証料補助制度 【事業承継】
関係
各所

■内　　容　ワーク・ライフ・バランスの推進をはじめ、誰もが働きやすく、働きがいのある職場づくりの取り組みを積極的に進めて
　　　　　　いる優良事業所を表彰します。
■受賞特典　特に優れた事業所には右のシンボルマークを交付するとともに、各種事業を通し学生や求職者向けにPRするほか、
　　　　　　受賞事業所の取り組みは事例集に掲載し紹介します。（詳細は市HPをご覧ください）
■募集期間　2021年６月１日（火）～７月３０日（金）
■お申込み・お問合せ　豊田市産業部産業労働課　TEL：0565ｰ34ｰ6774

豊田市では、「はたらく人がイキイキ輝く事業所」を募集しています
関係
各所

ものづくりミライ塾は、塾生が“社会に役立つ”“今までにない”大きなテーマを掲げ、共同で企画から完成まで一連の新製品開
発を経験することで、企業の中核となるものづくり人材を育成するプロジェクトです。
■募集期間　2021年６月１日（火）～７月３１日（土）
■対　　象　豊田市在住または在勤の若者（20～39歳まで）
　　　　　　※社会人経験が３年以上の方推奨　※受講者・経営者合同説明会への参加必須　
■募集人数　20名程度（応募多数の場合、中小企業勤務者を優先）
■内　　容　設計者やエンジニア、デザイナーなどの若者が集まり、共同で企画から完成までの一連の製品開発を実施
■活動場所　ものづくり創造拠点SENTAN（豊田市挙母町2ｰ1ｰ1）
■活動期間　2021年9月から原則2年間、毎週水曜日、18：00～21：00
■お申込み　「ものづくりミライ塾受講申込書」をメールかFAXにて、
　　　　　　ものづくりミライ塾実行員会事務局（豊田市産業部次世代産業課）まで提出
　　　　　　※申込書はSENTANＨＰ（https://toyota-sentan.jp）からダウンロード
　　　　　　TEL：0565ｰ47ｰ1250　FAX：0565ｰ47ｰ1252
　　　　　　メール：monozukuri-sozo@city.toyota.aichi.jp

「ものづくりミライ塾」第６期生募集！！
関係
各所

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

３Ｄデータ・クラウド・モバイルツールで建設業の課題を解決！
本セミナーではICTを活用した働き方改革など、担い手不足の原因とされる建設工事における課題解決事例を紹介します。

建設業のみなさまへ
「若手人材が集まる！ＩＣＴで建設業の魅力度アップセミナー」参加者募集

告知

開催日時 ２０２１年６月２１日（月）１４：００～１６：００

会　　場 豊田商工会議所 ２Ｆ 多目的ホール
Ｚoomでのオンライン受講も可能

講　　師 福井コンピュータ株式会社
中部営業所リーダー 南曲 和也 氏

参　加　費 無　料

申込方法 オンライン受講はGoogleフォームURL：https://forms.gle/hj4Ls3vhNWaHRc1h7より
会場での受講は下記電話にてお申し込みください。

お問合せ 【建設業部会】担当 早川・中原　【一人親方労災保険】担当 中島・小池　ＴＥＬ：0565ｰ３２ｰ４５９4

定　　員 ７０名

5月21日に豊田商工会議所女性会の第29回通常総会を開催。新型コロナウイルス感染対策を徹底のう
え、規模を縮小しました。全議案がすべて可決承認され、2021年度も引き続き会長を杉本　敦子氏が務
めることが決まりました。杉本会長は挨拶で「コロナ禍で大変厳しい環境が続くなか、今こそ女性会とし
て、女性らしく、女性の視点で魅力ある事業を会員一丸となって行っていきたい」と抱負を語られました。総
会後は、三森　啓文氏を講師にお招きし「ワクワクドキドキの魔法の言葉～ペップトークで魅力MAX～」と題
し、元気や活力を与えるペップトークについてご講演いただきました。職場や家庭などあらゆる人間関係を良好にできるヒントを、ペップトーク
を交えて講演いただき、参加者は興味深く聴講しました。

女性会 通常総会報告

４月27日の常議員会にて承認された皆さまです。
新規会員さまのご紹介報告

第一商業

第二商業

第三商業

飲食業

第一工業

交通運輸業

建設業

事　業　所　名 町　名

COSMUSTY 梅 坪 町
（有）エスアールエス 宝 町
Throbs 桜 町
Force step 京 ケ 峰
b－Flat 西中山町

VINTAGE BLUE 永覚新町
（株）Pinkish 渋 谷 町
Stand 西 町

（株）OIDEN 元 宮 町
藤堂自然薬舗 市 木 町

New Kitchen w／e 小坂本町
（有）華龍 若 宮 町
森のパスタ 越 戸 町
cafe Ｔ 小坂本町

ＹＢＫ 鴛 鴨 町
理想科学工業（株）三河支店 岡 崎 市
高橋商会 平 和 町
英自動車 室 町
熱田環境開発（株） 若林東町
金城化工（株） 東 海 市

（有）アールエスタケダ 名古屋市
合同会社ツチ・ムシ みよし市
岩崎産業（株）豊田営業所 中垣内町

（株）エムテックス 高 上
アイヴィレッジ 聖 心 町
小嶋建築 駒 新 町
ニューエイト 小坂本町

サービス業

事　業　所　名 町　名

合同会社Elistate 喜 多 町
今野建築 平戸橋町

石川鈑金 堤 町
Tec－M 五 ヶ 丘
翠石苑 大清水町
ＡＳ商事 西中山町
光粋設備 永 覚 町
NOGUTI SALOMAO KAUE MITSURO 保見ケ丘
翔工業 元 城 町
ロボネス合同会社 北一色町

sphere' 神 明 町
Rosemary音楽教室 東 山 町
Ride on 2nd Motors 野見山町
Hygge and Natural 乙 部ヶ丘
（株）maam 京 町

社会保険労務士事務所リンク・サポート 岡 崎 市
メディカル・エステひろいん 日之出町
プラチナネイル 朝日ケ丘
朝倉 妙 名古屋市
そがはり灸堂 栄 町
clear 市 木 町
riz Les みよし市
Human Marketing Lab 岩 倉 町
西岡 隼哉 市 木 町
翻訳工房 くまざわ 長 野 県
（株）エーアイシステムサービス 八 草 町
遠藤 翼 亀 首 町
I Do Project 瀬 戸 市
（株）バッファロー・IT・ソリューションズ中部営業所 名古屋市
山崎商店 東梅坪町
（有）山中商事 和 会 町
亀山 尚登 西中山町
櫛田 健治 愛 知 郡
カイロスマーケティング（株） 東 京 都
HINA行政書士事務所 京 町
マージョラム 東梅坪町

ご入会いただき誠にありがとうございました。

（部会順・順不同）
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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


