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とよたイノベーションセンターは、2012年4月より豊田工業高等専門学校・豊田市・当所の３者が連携して、地域企業
の発展のために①ものづくり人材育成②技術・経営相談③新技術・新産業創出支援を行っています。

①「デジタルミートアップイベント」の参加者を募集しています！

日　時 2022年2月3日（木） 14：00～16：00

申し込み方法
①事業所名 ②クーポン内容 ③HPなどのURL
をメールにてお送りください。

掲載料 無料

お申込み・お問合せ 髙橋・嶋村　TEL：0565ｰ32ｰ4567

申し込み先
メール（shimamura@toyota.or.jp ）
※申し込みが多数の場合は当所で調整します。

申し込み締切 12月20日（月）

受講料 無料 対　象 デジタル化を促進したい方、最新のデジタル関連の情報を知りたい方など
定　員 20名開催場所 ものづくり創造拠点ＳＥＮＴＡＮ セミナールーム

お問合せ ①については、とよたイノベーションセンターにお問い合わせください。
TEL：０５６５ｰ４７ｰ１２４０　メール：ticinfo@Toyota-innov.aichi.jp

お申込み ②については、QRコードよりチラシをダウンロードし、必要事項を記載の上、お申し込みください。
③④については、とよたイノベーションセンターＨＰよりチラシデータをダウンロードしお申し込みください。

とよたイノベーションセンターからのご案内

最新のデジタルシーズの紹介、デジタル関連情報を持った方との交流イベントです。

②研究者が語る「ロボット活用最新情報セミナー」の参加者を募集しています！

日　時 2022年2月8日（火） 15：00～16：30
受講料 無料 対　象 人手不足や生産性向上などを解決したい市内企業

定　員 20名開催場所 オンライン（Zoom）
ロボット研究の最新動向、活用最新事例、導入のポイントなどを分かりやすく解説します。

③「プレス成形加工の技術講座」（全4回講座）の受講者を募集しています！

日　時 2022年2月10日、17日、24日、3月3日（木） 13：30～16：30
受講料 市内企業20,000円／人　市外企業40,000円／人 対　象 プレス成形加工の実務経験３～10年程度の方

定　員 6名開催場所 オンライン（Zoom）
材料の変形メカニズムなどの基礎的事項から、成形シミュレーション結果、実験検証の事例を分かりやすく解説します。

④「画像処理技術講座」（全2回講座）の受講者を募集しています！

日　時 2022年2月15日、22日（火） 10：00～17：00
受講料 市内企業20,000円／人　市外企業40,000円／人 対　象 プログラミング学習経験、機械装置に関係する技術担当の方など

定　員 10名開催場所 ものづくり創造拠点ＳＥＮＴＡＮ セミナールーム
将来ロボットやAIを取り入れ自動化して記載に重要な眼となるUSBカメラを使って、画像処理の基礎的な知識を習得できます。

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 2022年1月10日まで

豊田商工会議所会報 2021.12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

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

クーポンコーナー

豊田商工会議所 会報

オトクーポンに掲載していただける
事業所を募集します！

当所会員の皆さまに特典としてご利用いただいている“豊田のオトクーポン”１月号よりリニュー
アルします。掲載いただける事業所を募集しますのでぜひ、ご応募ください。

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 2022年2月10日まで

豊田商工会議所会報 2022.1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、1
9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  htt
p://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　htt
p://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　htt

ps://www.sanageonsen.j
p

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　htt
ps://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　ht
tps://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 http
s://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55
55　http://www.prestige-h

otel.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　ht
tps://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　08
0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58
83／豊田吉原店 TEL：0565ｰ5

1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　ht
tp://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

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

クーポンコーナー

HP

HP


