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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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・新型コロナウイルス環境整備事業補助金
・あいスタ認証について

新型コロナウイルス感染症拡大防止を最優先に
考え、本年の開催は中止させていただきます。

とよた産業フェスタ2021
中止のお知らせ

豊田市・豊田信用金庫・豊田商工会議所が「とよた事業承継プラットフォーム」を構築し、各機関が持つ事業承継に
関するノウハウやサービスを提供する事業承継相談窓口を設置します。「とよた事業承継プラットフォーム」は、
市内中小企業と個人事業主の円滑な事業継続を支援し、地域産業の活性化につなげることを目的としています。

事業承継相談窓口を設置します

後継者不在 5年・10年先の企業経営を考える機会に

相談方法
直接右記問合せ先に
ご連絡ください。 お問合せ

【とよた事業承継プラットフォーム】
豊田市産業部産業労働課　　　　TEL：0565ｰ34ｰ6774
豊田信用金庫経営支援部　　　　TEL：0565ｰ36ｰ1227
豊田商工会議所 中小企業相談所　TEL：0565ｰ32ｰ4593

豊田市・豊田信用金庫・豊田商工会議所が連携し

G 0565-87-5252

15 18:00K.O. vs 1 K.O.

22 18:00K.O. vs 11 or 12 K.O. vs

29 18:00K.O. vs 18 or 19 or 20 K.O. vs

中小企業経営力高度化事業補助金（事業承継・M＆A事業）【豊田市産業部産業労働課】

事業承継計画作成・企業価値の算出および知的財産診断・自社を売却するための専門事業者へのマッチング
登録および仲介委託

対象事業

補助限度額および補助率
対　象

市内事業承継者資金繰り支援制度（事業承継信用保証料補助）【豊田市産業部商業観光課】

補助限度額および補助率
対　象

事業承継に関する補助メニュー

全業種の中小企業
上限30万円、補助率2分の1

対象融資資金（県経済環境適応資金 事業承継支援資金【事業承継】）を借り入れた中小企業者
上限50万円、補助率は一括納付した信用保証料の4分の3以内
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申請受付の期間

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

補助金の対象となる事業 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
（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

※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・送料・手数料および
　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

私はこうやって申請しました

あいスタ認証コールセンター TEL：０５２-９７７-３６５５お問合せ 10:00～17:00まで（土曜日・日曜日・祝日含む毎日)受付時間

ビジネスホテルこさなぎ  
住所：豊田市曙町5ｰ18  
TEL：0565ｰ28ｰ5872

お問合せ

新型コロナウイルス
豊田商工会議所はコロナで大変な会員事業所の皆さまに寄り添います

愛知県内の飲食店で安全・安心に過ごしていただくための
第三者認証による感染防止対策の認証制度がはじまります。

対象

ワクチン接種当日に、日帰プランは22：00まで、宿泊プランは翌日12：00まで滞在でき、どちらも食事が
ついています。プランの特典として、選べるハーブティーのプレゼントや、希望者にはフロントスタッフ
がお部屋にお電話をして体調の変化などがないかを尋ねる見守りサービスも行っています。
一人暮らしのお年寄りや、離れて暮らす高齢のご家族の付き添いができない方の不安に寄り添いたいと
考え、このプランを始めました。
ぜひ、少しでも不安を感じている方は、こさなぎのアットホーム
な空間で一日をお過ごしください。

ビジネスホテルこさなぎは、
「ワクチン接種応援！日帰り・宿泊プラン」を開始。

プラザホテル豊田  
住所：豊田市豊栄町１ー８８  
TEL：0565ｰ29ｰ1811

お問合せ

毎年恒例の「プラザホテル豊田」ビアガーデンが営業開始！
お客さまの安全・安心のため、通常120席を50席へ、間隔をあけてのお席へのご案内や、セットメニューを
増やしテーブル提供等、食品ロスや感染対策に留意して営業を行います。
開放的なホテル屋上のビアガーデンでは美味しい炭火で楽しむ焼肉やキンキンに冷えたビールをお召し
上がりいただけます。
星空や青空を見上げながら、ご家族と楽しく美味しい時間を
お過ごしください。メニューなど詳細はHPをご覧ください。

焼肉専門店プロデュース プラザホテル豊田屋上
本格炭火焼肉ビアガーデンOPEN

県内の飲食店 ※デリバリーやテイクアウト専門店等、その場で飲食することを主たる
目的とした設備を有さない飲食店は対象外

会員事業所のニューノーマルな
取り組みをご紹介します

あいスタ認証コールセンター

受付時間：10:00～17:00まで（土曜日・日曜日・祝日含む毎日) ※6月28日開設となります。
申請に関する相談を受け付けます。 TEL:０５２－９７７－３６５５

WEB申請
サポート窓口の
ご案内

申請に必要な
情報・写し

氏名・メールアドレス・電話番号申請者情報

安全・安心宣言施設受理番号（取得済みの場合のみ）・Go To Eat加盟店ID
（加盟済みの場合のみ）・営業許可番号、営業許可有効期限・他

店舗情報

写し 安全・安心宣言施設 PRポスター（取得済みの場合のみ）・受理番号記載・
認識できるもの・営業許可証 ※照合のために必要となります。

あいスタ認定申請について

環境整備事業補助金
豊田市

独自の

メール（somu@toyota.or.jp）に①名前②事業所
名③郵便番号④住所を記載の上ご応募ください
8月16日（月）12：00

会報読者の方から抽選で3名に

本格焼肉ビアガーデン
無料招待券をプレゼント！

応募方法

締切

対象経費の80％（1事業者あたり最大20万円）補助率

環境整備事業補助金

ホテル公式HP

ホテル公式HP

※このプランは豊田市のとよた夏割対象プラン
　（ご利用代金の半額補助）です。
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　「お客さまが、縁があって専門店である当店にお越し
いただき、購入されるものが、お客さまにとって最良のも
のであってほしいと想いお店を続けています。」と語るの
はザ・インパクト代表の田口さん。豊田市でスノーボード
専門店を経営して20年。この度新規事業として普段使
いの靴にも入れることができるオーダーメイドインソール
の作成を始められました。
　スノーブーツに入れるインソールを作成するためのイン
ソール技術について学ぶなかで、インソールの大切さや
靴文化であるドイツなどの状況を知り衝撃を受けたこと
が新規事業を始めるきっかけとなったそうです。
　ドイツでは多くの町にシューマイスター（靴職人）のお
店があり、幼少期から身体の検診のひとつとして“足の
検診”をする文化が根付いています。日本ではインソー
ルは足の不調に対しての対処療法として考えられがち
ですが、ドイツでは足の健康に対する意識が高く、普段

履いている靴にオーダーインソールを入れる方が多いそ
うです。「足を大切にしていただきたい。そんな想いで毎
日お客さまに向き合っています。」とお話になりました。
　インソールを使用することは、疲労軽減だけではなく
怪我の防止にもつながるため、自身の事業をより多くの
方に伝えるべく店頭販売のみならず、スポーツ施設・団
体やイベント・立ち仕事の多い企業さま・整体・接骨院や
介護施設などへの出張訪問も検討されているようで、従
業員への福利厚生の一環としてお使いいただくこともで
きるそうです。
　「人生100年時代」が到来し、健康でいられる期間を
延ばすという“健康寿命”が大切になってきた今だからこ
そ、まずは足元からメンテナンスを、ザ・インパクトではじ
められてはいかがでしょうか。

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）

今月号から連載で、健康経営に向けた５つのステップについてご紹介します。
今月号は健康経営に取り組む前に、法令順守の観点から実施していただきたい事項に
ついてご説明します。

【住所】 豊田市御幸本町2ｰ204ｰ1 SAビル1F
【営業時間】 12：00～20：00
【定休日】 火曜日　【TEL】 0565ｰ24ｰ4115

ザ・インパクト

健康経営
について

（株）SEVEN ENGINEERING JAPAN

会員事業所紹介

【住所】 愛知県豊田市高丘新町天王5ｰ1 　【営業時間】 9：00～18：00
【定休日】 土曜日・日曜日　【TEL】 0565ｰ47ｰ5330　【FAX】 0565ｰ47ｰ5331
【E-mail】 info@7-eng.com

（株）SEVEN ENGINEERING JAPAN

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・小池　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・小池　TEL：0565ｰ32ｰ4594

会社の設立をされたきっかけを教えてくださいQ
A 「現状のシステムや技術・考え方に満足せず、自分たち
の技術で社会の役に立ちたい」という志を持った専門家７名
が結集し会社を設立しました。

産業ロボットの導入とは具体的にどのようなことですかQ
A 当社では「製造工場・食品工場」の自動化で用いられる
ロボットを“産業ロボット”とし、導入検討時は掴む・離す・回転さ
せるなどのライン作業を、ロボットに任せる事ができる可否検
討からシステム製作・メンテナンスまで、トータルでサポートし
ています。導入時には仮想現実（VR）を使用した当社独自の
“バーチャルシミュレーションシステム”を取り入れています。

「バーチャルシミュレーションシステム」とは？Q
A ヘッドマウントディスプレーを装着すると、そこにはVRの空
間が広がります。シミュレーションを行うことで、お客さまが産業
ロボットを導入した際のスペースや安全性に加え、リアルなもの
として事前に把握・改善することが可能な最先端システムです。

今後の目標を教えてくださいQ
A 技術の進化は目まぐるしく、特にロボット
技術は日進月歩であり、人とロボットが協働
するのが当たり前になる世の中はすぐそこ
です。ロボットの導入を検討する全てのお客
さまから技術面で頼っていただけるようまい
進します。

新規会員

元気な企業は取り組んでいる！ 始めませんか

健康経営 Vol.4

経済産業省HP
検 索経済産業省　健康経営の推進

「健康経営」を
始める前に

あいち健康経営ネットHP
検 索あいち健康経営ネット

ザ・インパクト
趣味のひとときから日常まで寄り添う

ロボットスペシャル集団による次世代の効率・安全システムのご提案

医療保険者（健康保険組合・協会けんぽ等）や、労働組合、
企業内共済会と連携し、5つのステップで健康経営を
始めましょう！

健康経営の５つのステップ

（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。

当所では、会員事業所さま向け
に、定期健康診断を割安な料金
で実施しています。
※毎年5月号に折り込みチラシ
　でご案内しています

常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行う必要が
あります。

産業医の選任

産業保健総合支援センター・地域産業保健センター（小規模事業場の事業主等）・
労働基準監督署等

相談窓口・関係団体 医療保険者

相談窓口・関係団体 

相談窓口・関係団体 

労働基準監督署等

相談窓口・関係団体 医療保険者

事業者は、1年に1回、医師による検査・測定等
を行わなければなりません。また、常時50人以
上の労働者を使用する事業者は、『定期健康診
断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に提
出する必要があります。

定期健康診断の実施

生活習慣病の予防のため、40
歳から74歳までの方を対象に
行う、メタボリックシンドローム
に着目した健診。

特定健康診断
の実施 特定健診の結果から、生活習慣の改

善による生活習慣病の予防効果が多
く期待できる方に対して、保健師等の
専門スタッフが生活習慣を見直すサ
ポートを行うものです。

特定保健指導の実施
事業者は、労働者の受動喫煙を防
止するため、事業者や事業場の実
情の把握・分析を行い、実施ができ
る受動喫煙防止措置のうち最も効
果的な措置を講じるよう努めなけ
ればなりません。

受動喫煙防止対策

はじめに

今回はこちらを
紹介します！ STEP 1

STEP 2
STEP 3

STEP 4

STEP 5

基本作り

健康課題の把握と
必要な対策の検討

健康経営の実践に
向けた環境整備

従業員の心と
体の健康づくりに
向けた取組

取組の評価・発進

代表取締役
及川 千喜さん

シミュレーションの様子
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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

苺
\1,300

パティシエこだわりの「かき氷」

豊田の桃
\1,500

高香園の抹茶
\1,300

季節・地産の素材を用いた夏のお勧めスイーツ。

“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

●いわたのはちみつ

はちみつ２種類のセット商品です。
あかしあのはちみつはクセが少な
く、紅茶などの飲み物と良く合いま
す。百花はちみつは、花の香りが強
くコクが特徴のはちみつです。

国産天然はちみつの贅沢セット

【住　　所】 豊田市木瀬町桧本309ｰ1
【　T　E　L　】 0565ｰ76ｰ1223

いわたのはちみつ２本セット
（あかしあ・上百花）

1セット 3,800円
賞味期限：収穫後2年
購入方法：

●有限会社内藤精肉店

オレイン酸を豊富に含んだ、健康に育
てられた市ばん豚を、衣は冷めてもカ
リッと美味しい食感に仕上げていま
す。パン粉をまぶした調理用商品と店
頭で揚げた商品をご用意しています。

お肉のジューシーさと衣のクリーミーさがマッチしたトンカツ

【住　　所】 豊田市伊保町向山20ｰ1
【　T　E　L　】 0565ｰ44ｰ2526

市（いち）ばん豚のロースカツ

1枚 308円
賞味期限：製造日から3日
※3度以下冷蔵保存
　店頭で揚げたものは当日中に
　お召し上がりください。
購入方法：店舗販売限定

Lサイズ310ｇ 780円
賞味期限：製造日から3日
購入方法：

●練り物専門かねまさ

様々な味を気軽にひと口サイズで
楽しめるさつま揚げです。コク、旨
味と甘み、歯ごたえのあるすり身が
特徴で、常時12種類ある定番の商
品に加えて、季節ごとに変わる味を
選んでお楽しみいただけます。

ちっちゃいごちそう さつまあげ

【住　　所】 豊田市亀首町一色前26ｰ2
【　T　E　L　】 0565ｰ46ｰ6687

ひとくちさつま揚げ「てみあげ」

●お茶の松南園

厳選した一番茶の茎をじっくり長時間
かけて芯まで焙じました。しっかりとし
た茶の味と上品な甘い香りをお楽し
みください。低カフェインのため、就
寝前にもお召し上がりいただけます。

甘い香り漂う上質ほうじ茶

【住　　所】 豊田市永覚新町2ｰ18
【　T　E　L　】 0565ｰ27ｰ1675

ほうじ茶の逸品 うまい茶（ぢゃ）ん

40ｇ 308円
～100ｇ 648円
賞味期限：製造日から1年
購入方法：

とよたPR大使の筒井亜美さん・倉山沙葵さんの活動が、（株）ネット・フレンズが
発行する「地域みっちゃく生活情報誌『ぶらりん豊田』7月号」巻頭特集として
紹介されました。
誌面では2人が約2年間にわたり、とよたの魅力を発信してきた記録や、
とよたPR大使を務めた想いが綴られています。ぜひご覧ください！

P.7でもご紹介しているWE　LOVE　とよたマルシェの加盟店商品が一度にご覧いた
だけるリーフレットを作成しました。掲載は昨年度より2店舗増え、30店舗の美味しい
贈り物をご案内しています。

～ぶらりん豊田7月号に掲載いただきました～
第8期とよたPR大使活動報告

pick up!
今月の

番外編とよたPR大使
公式Instagram
投稿の一部をご紹介

先日、西山公園に行って
きました。バラの花がとて
も綺麗に咲いていました。
バラ園には約500種類、
2,500本ものバラがあり
ます！

リニューアルオープンした
「鞍ケ池公園」に行ってきま
した。幼い頃毎週のように遊
びに行っていた公園なので、
久しぶりに訪れてとても懐
かしい気持ちになりました。

とよたの魅力を大使2人が発信！
ぜひフォローしてくださいね。

私のおすすめは松平東照
宮にある天井画です！この
天井画は108枚もの漆絵
からなっており、松平でみ
られる季節の草花が描か
れています。

toyota_pr_amb toyota_pr_amb toyota_pr_amb

とよた元気プロジェクト実行委員会構成団体・豊田市
飲食業組合・豊田ホテル旅館組合いずれかに加盟し
ている市内飲食店

新型コロナウイルスの影響を受けた飲食業の応援として
WE　LOVE　とよた応援飲食券を発行します

WE LOVE とよた応援飲食券

使用加盟店を募集します！ 食事券を販売します（購入にはお申込みが必要です）
対　象

商品券使用期間 2021年10月1日（金）～2022年2月28日（月） 発　行 7万冊（9.1億円） プレミアム率30%

詳細は今月号折り込みチラシもしくは、
当所HPをご覧ください。

お問合せ 事業推進部 TEL：0565ｰ32ｰ4595

登録・換金手数料 無料

お問合せ TEL：0565ｰ77ｰ9322
コールセンター 8月17日（火）～

販　売　額 1冊10,000円　1人当たり1冊まで
（500円×26枚＝13,000円・プレミアム率30%）

購入申込期間 8月18日（水）～8月27日（金） ※申込多数の場合は抽選
購入申込方法

【Web】 QRコードからアクセスし、画面の案内に従ってください。
【はがき】 はがきに、①名前 ②郵便番号 ③住所 ④電話番号
　　　　⑤年齢を記入し　〒473ｰ0902 大林町1ｰ81 
　　　　トヨタすまいるライフ内 飲食券事務局へ送付。

対　象　者 豊田市内在住者

WE LOVE とよたマルシェ ～豊田市のお取り寄せギフト～

購入方法： オンライン注文 電話注文 メール注文 FAX注文

112 likes 89 likes 122 likes

プレミアム率

30%！！

Vol.4
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2021年10月1日から
インボイス登録申請書の受付が開始されます

売り手である登録事業者は、買い手である取引相手から求められた時、インボイスを交付しなければな
りません。
全ての事業者がインボイスを発行できるわけではなく、消費税の課税事業者であることや、事前に税務
署に登録申請書を提出する等要件があります。
※インボイス発行を希望する場合は消費税の課税事業者になる必要があります。
※消費税の仕入税額控除を受けるには、インボイスが必要になります。

書類の交付を受ける事業者の
氏名または名称
取引年月日
取引内容
（軽減税率の対象品目である旨）
税率ごとに区分して合計した
対価の額および適用税率
税率ごとに区分した
消費税額など
適格請求書発行事業者の
氏名または名称および登録番号

売り手が買い手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求
書」に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加されたものです。

インボイスとは？

2023年10月1日2021年10月1日 2023年3月31日

2023年10月1日から登録を受けるためには、
原則2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

制度導入までのスケジュール

2023年10月1日から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。インボイスを交付するために
は、事前に税務署への申請が必要になります。

検 索インボイス制度特設サイト

検 索国税庁

お問合せ
TEL：0120ｰ205ｰ553（無料）9：00～17：00（土曜日・日曜日・祝日除く）
※インボイス制度に関する一般的なご相談は専門ダイヤルで受け付けています
詳しくは国税庁HP

インボイスに記載が
義務付けられる項目

請求書
（株）○○御中

日付 品名 金額
1/4 牛肉 3,240円
1/5 小麦粉 1,080円
… … …
1/30 ビール

区分
※
※

合計
消費税

…
5,500円
87,200円
7,200円

10％対象合計 40,000円
消費税 4,000円

8％対象合計 40,000円
消費税 3,200円

××年1月分

※軽減税率対象 △△（有）
登録番号 T123456789123

1

3
6

5

4

2 3 1

2
3

4

5

6

インボイス制度とは？

登録申請書の受付開始 インボイス制度導入開始

インボイス登録申請書は国税庁HPよりダウンロード
専用ダイヤル　TEL：0120ｰ205ｰ553　受付時間 9：00～17：00（土曜日・日曜日・祝日除く）

前回調査時（11月）は、80.6％の方が平時に比べて消費行
動は抑制されているとの結果でしたが、今回は、83.4％と
なり、緊急事態宣言の発令下も重なり、消費行動は一段と
控えられていることがわかりました。
※昨年５月（緊急事態宣言下）と比較すると84.3％と同程度僅か
ながら消費行動の改善が前回11月調査比で確認されました。

【番外編】 「消費行動」への影響調査結果

豊田景気実感調査

“豊田の景況感、長引くコロナ禍で回復ペースの鈍化が顕著”

本調査は、豊田市に居住または勤務されている個人の方を対象に、身の周りの景気の実感を聞く調査です。
※内閣府の「景気ウォッチャー調査」に準じて、半年に一度実施して全国指標と比較を可能にしています。

現在の景気の水準を
どう判断しますか？

2～3か月先の景気は現状に比べ
どう変化すると予想しますか？

豊田

家計 企業 雇用 総合

全国

東海

現状判断DI 先行き判断DI 水準判断DI
家計 企業 雇用 総合 家計 企業 雇用 総合

「天気図の見方」 ＤＩ値 大きな晴れ：60点以上/晴れ：５０～６０点未満/曇：４０～５０点未満/雨：４０点未満

29.529.5 35.935.9 42.742.7 40.040.044.044.0 44.444.4 40.340.338.238.2 23.123.1 39.439.4 37.537.5 30.130.1

38.138.149.649.646.946.933.533.5 37.537.525.325.347.647.652.052.049.049.046.546.5 34.734.7 29.029.0

－－ －－ －－ －－ －－ －－41.841.834.234.2 26.126.146.646.643.643.6 30.930.9

【調査期間】 2021年５月１日～28日   【調査人数】 297名（家計／企業／雇用等）うち有効回答：254名／有効回答率：85.5％

【現　状】昨年５月に底を打った後、全国比緩やかなペースではあるものの持ち直しているが、
　　　　３度目の緊急事態宣言もあり、停滞している状況。
【先行き】自動車関連で前向きな状況が確認されるが、家計部門では、
　　　　先行き不透明感を指摘する声が多い。

調査結果総括

2～3か月前に比べ現在の景気は
どう変化したと感じますか？

ワクチン接種が進むと景気は回復していくとの見方が多く、景気回復に向けた明るい兆しも確認できます。

%%
46.246.2

0.80.82.42.4

16.216.2
7.97.9

26.526.5
【前回 11月】

%%

3.63.60.40.4

24.424.4

49.649.6

12.612.6
9.49.4

【今回 ５月】

コロナの影響による消費行動

■平時より80％以上、消費行動は抑制されている　■平時より50％以上80％未満、消費行動は抑制されている
■平時より20％以上50％未満、消費行動は抑制されている　■平時と消費行動は変わらない　■平時より消費行動は活発化している　■わからない
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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 

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・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。

8月17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・相談内容

お問合せ

事業推進部 事業管理G  FAX：0565ｰ34ｰ1777

●中小企業相談所 TEL：0565ｰ32ｰ4594
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 

経営相談や各種補助金の申請手続き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・困りごとがありましたらお気軽に
ご相談ください。

毎週 月曜日・火曜日　13：00～17：00（ただし祝日は除く）設　日
当所会　場
中小企業診断士 野中龍一氏、立岩義典氏相談員
事前予約（前日までにお申し込みください）申込方法

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

16日（月）13：30～17：00

17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

自社株に関する相談
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。

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・イベント等

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

労務相談
賃金・社会保険・就業規則・時短対策等

税務相談
記帳方法・税額計算・消費税の仕組み等

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 17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。　※予約優先
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

＼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。

◆自社PRツール

総務部 総務G  
TEL：0565ｰ32ｰ4568

お問合せ

総務部 総務G TEL：0565ｰ32ｰ4568
お問合せ

◆貿易関係証明
当所では、貿易関係業者の皆さまの貿易取引の便
益に供するため、貿易関係証明を発給しています。

【料金】
A４：営利価格 88,000円
A3：営利価格 110,000円

「会報誌」への
広告チラシ封入サービス

会報誌と同封でお送りします。
開封率が高い！

読者は市内の
中小企業経営者や従業員の方！

ターゲットを絞ったPRが
できます！

会員事業所さまは特別価格です！

HPバナー掲載
多くの方へのPRができます！

【料金】※最低1か月～
25,000円／1年間　
3,000円／1か月

自社のHPをリンクできます◎

「会報誌」紙面広告掲載サービス
毎月自社のPRを会報誌の下部分に掲載！

【料金】※最低6か月より～
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

◆貸会議室
皆さまの用途に合わせて
ご利用いただけます。

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！

会員事業所の
海外展開を応援

広告をお値打ちに
打ち出したい・・・
そんな時に

●日本産原産地証明
　…貨物の原産地を証明（日本産）
●外国産原産地証明
　…貨物の原産地を証明（外国産）
●インボイス証明
　…書類名義人によって適正に作成された船積
　　書類等について、当該書類が発給商工会議所
　　に提出された事実を証明します。
●サイン証明
　…申請者により書類上に肉筆で自署されたサイン
　　が商工会議所に登録されているものと同一で
　　あることを証明することにより、その書類が
　　正規に作成されたものであることを間接的に
　　証明します。
●会員証明
　…「商工会議所の会員である」ことの証明

証明の種類は？

Wi－Fi環境が完備。
プロジェクターなどの
備品あり（別途料金）。

※EPA（経済連携協定）に基づく特定原産地証明書の発給業務は行っていません。
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編 者散文
Editor's prose

例年より少し早く梅雨明けし猛暑が続く
今日この頃、私は絶賛夏バテ中です。私
は夏になると、冷たくて喉ごしの良い、汁
物や麺類を選ぶことが多くなりますが、栄
養面にも気を付けない…と思っています。
皆さんがご存知のおすすめの夏バテ対
策レシピがありましら、ぜひ教えてくださ
い。マスクの着用で体感以上に暑さを感
じますが、こまめな水分補給など体調に
は気を付けてくださいね。　　　（K.T）

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

今年も新たな地域やお店の魅力を発見できるとよたならではの体験ができる84のプログラムを開催します。
プログラムの掲載されたパンフレットは当所でも配布しています。ぜひご参加ください。

とよたまちさとミライ塾＋体験プログラムが始まります告知

開催日時 8月1日～10月31日（日）
参　加　費 各プログラムによって異なる 申込方法 とよたまちさとミライ塾プラスHPより

お申込み 7月17日～、9月25日（土）以降のプログラムは9月4日（土）～

お問合せ とよたまちさとミライ塾プラス事務局　ＴＥＬ：0565ｰ50ｰ8635

7月7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

事　業　所　名 町　名 事　業　所　名 町　名 事　業　所　名 町　名
第一商業

第二商業

第三商業

飲食業

第一工業
サービス業

交通運輸業

建設業

マツモトキヨシ マックスバリュ豊田四郷店 四 郷 町
マツモトキヨシ クロスモール豊田陣中店 陣 中 町
（株）錦鯉大和 千 石 町 （有）明和自動車商会 山 之 手

第二工業

一般社団法人Will 東保見町
リラクゼーションサロンPaume 若 宮 町

イレイズエンジニアリング 本 新 町

豊田総合法律事務所 日之出町

（株）メイワ 前 山 町
（有）ソットマリノ 豊 栄 町

（株）加藤書店 栄 町
（株）天野自動車 和 会 町

Dr.Brainトレーニング研究所 西 町
（株）Dia Corporation 和 会 町

（有）サーチ 朝 日 町
大人女性のやすらぎサロンscintiller 双 美 町
足助はりきゅう院Miya 東渡合町

PEACE OF MIND 西 町
合同会社ソウ・ケン 畝部東町

明治安田生命保険（相）刈谷支社 愛知豊田営業所 平 芝 町
（株）MIRAI 梅 坪 町

深草設備 青 木 町
Will Eclat 朝 日 町

ソーラーウインド合同会社 豊 栄 町

杜光苑 若林西町
（株）K２ みよし市（有）ブティック葡萄屋 栄 町

（株）H＆Aセントラル 井 上 町
RENKA 竹 生 町

（株）TMC 平 芝 町
ロックドランカー 上 野 町（株）豊田エコビジネス 猿 投 町

すもまいHOME（株） 曙 町
9．Bシステム 喜 多 町

今村重機 天 王 町
Luz 元 城 町おおきに 元 城 町

（株）Niko．1不動産 元 城 町
美由紀 音楽教室 四 郷 町肴ぴ 美 里

（株）大和 千 石 町
メナード化粧品 豊田中根南代行店 中 根 町pub&rest STARDUST 松ケ枝町

（有）アイアン 大 林 町
（株）ジェイ・ピー 西 町炭咲ほるもん 平 山 町

ＭＫコーキング 平 芝 町
（株）AIパートナーズ 東 新 町沖縄料理ぱやお 大 林 町

（株）エス・ワイ企画 高 上
Arts＆silver studioⅡ 桝塚西町cooking smile sweets 若林東町

D－task みよし市
（株）ICHINARU 中 根 町Noel 日之出町

市設備 井 上 町
Hair Works koraku 月 見 町（株）nextact 若 宮 町

（株）ダブルオー 月 見 町
（株）サンメディック豊田 花 園 町（有）i・act 名古屋市

（有）今勝不動産 百 々 町
トレーニングスタジオ フォルマ 広 路 町（株）アットイン 名古屋市

三浦建築 配 津 町
一般社団法人愛知スポーツカイロプラクティック協会 宮 前 町琉球Cafe てぃーだかんかん 平戸橋町

嶋崎建築 みよし市
ame 柿 本 町カラオケ茶房もも 美 里

愛美総業 寺 部 町
Fleurir 四 郷 町カラオケ喫茶 麦ポン 宝 町

ALL－STYLE（株） 吉 原 町
ラボ・トリモト 井 上 町居酒屋 麦穂 大 林 町

あげいし建築工房（株） 本 新 町
（株）qualia 明 和 町喫茶室 転々 桑原田町

（有）石原不動産 美 里
森田 恵美子 桝塚西町ALL（株） 西 町

日管設備（有） 力 石 町
柴田 真吾 藤岡飯野町すぎ茶屋 小 坂 町

山口 若林西町
探偵社 ガルエージェンシー愛知豊田 御幸本町カフェ・レスト フィフティーン 元 宮 町
（株）ドリーム・イノベーション 平 和 町合同会社嘉恒 美 里
公文式てらべ教室 寺 部 町カフェレスト アウフ ヴィダーゼン 寿 町

ジュエルナ・ボーテ 若 宮 町 LIBERTY 東 山 町
学習塾Alpha 市 木 町 Gus Body Maintenance 栄 町Re .Point 若林東町
カウンセリングルーム Shine 市 木 町 happiness 曙 町（株）大宝 上 脇 町
谷口 一尊 名古屋市 エステティックサロン沙織 朝日ケ丘（有）鈴木機工 みよし市
永牟田 武士 平戸橋町 （株）川平屋 桜工房プレミアム 桜 町永久保製作所 土 橋 町
TSトラスト 新 町 （株）川平屋 桜工房エンジェル 桜 町（株）カノークス建材 若林東町
hair continue 和楽髪 浄 水 町 ビューティーメンズサロンIDEAL 若 宮 町

ご入会いただきありがとうございます。
限定10社の枠で開始します！広報・商品開発のサポート・業態転換など重要性を感じながら手を付けれていないような取り組みに外部人材と
ともに挑戦できる支援事業です。
専門の支援員が個別にフォローアップするので、初めての受入でも安心してチャレンジできます。
■対　　象　市内で事業を行う中小企業・個人事業主（応募多数の場合は選考）
■プロジェクト実施期間　11月～2022年3月 ※詳細は、オンライン説明会（9月15日（水）14：00～16：00）でご説明します。
　　　　　　　　　　　関心のある方は、お気軽にお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　個別にお話をお聞きしながら、具体的なプロジェクトのイメージを組み立てます。
■お申込み　右記ＱRコードをご覧ください
■お問合せ　NPO法人G-net TEL：058ｰ263ｰ2162 ※この事業は豊田市産業部産業労働課からの委託事業です。

副業・兼業人材を受け入れて、新たな事業立ち上げや既存事業のDX化や、
カーボンニュートラルへの対応などに取り組む事業所を募集します

関係
各所

「こんなことで起業したいけど、何をしたらいいかわからない」など、起業にまつわる様々なお悩みを、お気軽にご相談ください。
■対　　象　市在勤・在住で、起業に興味がある女性、起業を目指されている女性、すでに起業されている女性、もっと事業を伸ばしたい女性など
■開　催　日　８月２３日（月）、９月２９日（水）、１０月１８日（月）、１１月２２日（月）、１２月２２日（水）
■時　　間　①１２：１５～１３：００　②１３：１５～１４：００　③１４：１５～１５：００　④１５：１５～１６：００
■講　　師　（株）eight 代表取締役 鬼木 利瑛氏・当所 小池 将央氏
■会　　場　豊田市女性しごとテラス（豊田市若宮町1ｰ57ｰ1 A館TｰFACE 9F 豊田市就労支援室内）
■参　加　費　無料　　■お申込み　右記ＱRコードをご覧ください
■お問合せ　（株）eight TEL：0565ｰ41ｰ8871 ※この事業は豊田市産業部産業労働課からの委託事業です。

「とよたで女性の起業できます．PROJECT」 起業相談関係
各所

女性起業家の、新しくオリジナリティのあるビジネスアイディアを募集します。最終プレゼンテーション発表者には、賞金などの副賞あり！
■対　象　者　市在勤・在住・在学の女性、または豊田市で起業予定の女性（すでに始めている事業を応募する場合は、事業開始３年以内であること）
■応募期間　～１０月２４日（日）　■応募方法　右記ＱRコードをご覧ください　■参　加　費　無料　
■応募後の流れ　①書類審査により８名を選考（１１月上旬発表）
　　　　　　　②2022年１月１９日（水）に開催する最終プレゼンテーションにより大賞、準大賞等を選考
■お問合せ　（株）eight TEL：0565ｰ41ｰ8871 ※この事業は豊田市産業部産業労働課からの委託事業です。

「とよたで女性の起業できます．PROJECT」 ビジネスコンテスト参加者募集関係
各所

大規模災害への備えとして、災害時の業務継続計画BCPの作成は急務です。
BCPの必要性・作成時の重要な視点をセミナー形式で学び、BCPを作成します。
■参加条件　 ①豊田市地震対策事業者連絡会の登録事業所であること※市内事業所であれば、即日登録可能。 
　　　　　 ②Zoomの使用ができること
■日　に　ち 9月15日（水）、10月13日（水）、11月17日（水）、12月15日（水）※年４回の連続講座
■定　　員 各30名。※定員を超えた場合は抽選　■申込期限 8月25日（水）　■開催場所 愛知工業大学（豊田市八草町八千草１２４７）
■お申込み QRコードより「BCP作成セミナー申込書」に必要事項を記載の上メールにて
■お問合せ 豊田市地域振興部防災対策課 地域防災推進担当
　　　　　TEL：0565ｰ34ｰ6750 メール：bousai＠city.toyota.aichi.jp　

企業の災害対応力アップ！「BCP作成セミナー」参加事業所を募集します関係
各所

若手社員の早期離職を減らし、人材を確保するため、企業のなかで若者の指導・相談に対応できる人材の養成を支援するための講座を開催します。
■日　　時　 9月3日（金） 14：00～17：00　　　　　　　　　　　　　　　■場　　所　当所 2F
■対　　象　県内企業の経営者・人事労務担当者・若者の教育担当者等　　　■参　加　費　無料
■お問合せ　愛知県労働局労働福祉課 髙玉 TEL：052ｰ954ｰ6899　■お申込み　県業務委託先NPO法人 ブルーバードのWebサイトから

愛知県 若者職場定着サポーター養成支援講座関係
各所

（部会順・順不同）

検 索豊田市BCP作成セミナー
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新
し
い
、共
栄
。

「共栄カンパニー」は、幅広い
サービスでお客さまのビジネスに
適したソリューションをご提案する
株式会社トヨタエンタプライズの
社内カンパニーです。 

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9月10日まで

豊田商工会議所会報 2021.8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

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

とよたイノベーションセンターでは、中小製造企業さま向けのセミナーを開催します。

市民の交通安全意識を啓発し、安全な街になるよう活動しました。
都道府県別交通事故死亡者数が愛知県は58人と、全国7位です。（7月19日現在）
地道な活動がいつか大きな変化をもたらすことを信じ、これからも活動します！

豊田商工会議所 夏の交通安全立哨活動

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

スモールM&A
（第三者事業承継）セミナー
「M&Aを知れば事業承継の
　選択肢が広がる」

開催日 8月27日（金）
14：00～16：00

会　場 ものづくり創造拠点
SENTAN（Zoom併用）

受講料 無料

対　象 市内外の
中小企業

お問合せ
お申込み

とよたイノベーションセンター
TEL：0565ｰ47ｰ1240　メール：ticinfo@toyota-innov.aichi.jp

とよたイノベーションセンターからのご案内

後継者支援セミナー「後継者は跡を継ぐことをどう思っているか」

開催日 8月19日（木）14：00～16：00

会　場 ものづくり創造拠点SENTAN（Zoomオンライン併用）
対　象 市内の中小製造業・建設業

受講料 無料

製造技術者育成プログラム受講者募集案内
初学者＆未経験者向け『ものづくりのまち豊田市』に最適な３種類の講座を開講

受講料 １講座：１名 ２０，０００円（豊田市内企業）
会　場 豊田高専 地域共同テクノセンター内 （一部、外部での講座あり）

とよたcci.mail 2021／8月号14 15とよたcci.mail 2021／8月号

クーポンコーナー


