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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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TGRラリーチャレンジ in 豊田
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当所では、会員事業所さまの福利厚生制度と
して共済制度を導入しており、アクサ生命保
険（株）とともに運営をしています。この度
「2021年度生命共済伸展率部門」において
全国商工会議所（会員数3，500以上）で1位
を獲得することができましたことを報告させ
ていただきます。

新春懇談会開催のお知らせ
【日時】2022年1月24日（月）
　　　16：00～
【場所】ホテルトヨタキャッスル
詳細は1月号でご案内します。
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11月１日、当所にて「WE　LOVE　とよた号」完成披露セレモニーが行われ協賛事業所の
皆さまが参加されました。
三宅会頭による「新型コロナウイルス感染症拡大の影響で暗いニュースが多いなか、WE 
LOVE　とよた号が活躍することで、クルマのまち豊田を盛り上げることができたら嬉
しい。市内事業所の皆さまにもスポンサーとしてラリー競技に参加していただき“元気な
まち豊田”をアピールしたい」との挨拶の後、協賛者の皆さまは写真を撮り、車体に応援
メッセージを書くなど盛り上がりをみせました。 三宅会頭からの挨拶

多くの協賛事業所の皆さまにご参加いただきました

セントラルラリー
2021参戦の軌跡

鞍ケ池公園での
レースの様子

表彰式

11月7日に開催された村瀬太ドライバー・梅村まどか
コドライバーが操るWE　LOVE　とよた号は全88台中、
総合3位と大健闘しました。たくさんの応援ありがとう
ございました。

TGRラリーチャレンジ in 豊田で
WE LOVE とよた号 総合3位
TGRラリーチャレンジ in 豊田で
WE LOVE とよた号 総合3位

中小企業診断士による個別相談開設！
経営相談や持続化補助金（一般型・低感染リスク型ビジネス枠）などの
申請手続きをはじめ、経営革新計画作成のお手伝い、その他経営上で
悩みごとや困りごとがありましたらお気軽にご相談ください！

中小企業診断士　野中 龍一さま

イルミネーションストーリー
in とよた2021

27日には点灯式の様子をInstaLiveで中継しました。併せてイルミネーション
フォトコンテストも開催中です。
詳細：Facebook

ぜひ、ご相談ください！

装飾場所 駅西ペデストリアンデッキ・駅東ロータリー・
コモスクエア前けやき・ＫｉＴＡＲＡ前など

受
　
付

点灯日時 11月27日～2022年1月23日(日)

－ 希望でつなぐ希望の光 －

日　　時 毎週 月曜日・火曜日 13：00～17：00
お申込み 事前予約（前日までにお電話ください）　TEL：0565ｰ32ｰ4594

会　　場 本所

「持続化補助金を申請してみたい。」「申請書の書き
方が分からないのでいちから教えてほしい。」など、
気軽にご相談ください。申請書の書き方などの方法
も分かりやすくご説明させていただきます。何回で
も無料でご相談いただけますのでぜひご活用くだ
さい。

ご協賛1口（500円）ごとに
オリジナルピンバッジをひとつ進呈中！

●B館T-FACE 2Fインフォメーション　●豊田商工会議所 3F
●豊田市民文化会館 小ホール前 展示室B　●光明堂 桜町店
●THE CONTAINER n6(エヌロク)　●カメラの店白樺 他 限定

300個

検 索イルミネーションストーリ―inとよた
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専門知識や実務経験を有するアドバイザーの派遣により、自社製品のＰＲ、HP・各種ＳＮＳの
作成など事業者の課題に対するアドバイスや情報提供します。

概要

高い意欲と希望を持った事業活動への取り組みに必要な経費を補助することにより、「より質の高い商品・
サービスの提供」「店舗づくり」を支援し､魅力ある商業機能の維持・充実を図ることを目的としています。

目 的

個店魅力アップ事業補助金

回数・時間 ・原則３回継続実施 ・1回につき4時間以内 ・曜日を問わず9：00～21：00まで

派遣事業の流れ
手続きの流れ

対象 豊田市内において現に事業を営む中小企業者
（商業アドバイザーによる課題解決が見込まれるもの）

費用 無料（アドバイザー派遣の費用は豊田市が負担）
※事業予算の上限に達した場合は終了となります。

詳細は
豊田市HPを
ご覧ください。

お問合せ

【相談について】当所 中小企業相談所　TEL：0565ｰ32ｰ4593

【制度詳細について】豊田市産業部商業観光課　TEL：0565ｰ34ｰ6642

本事業により相談した内容を実行する場合において、必要となる経費に対して補助金を申請できることがあります。

②推薦書提出 当所を通じて豊田市に推薦書を提出

④アドバイザー派遣 アドバイザーより経営課題等について
指導・助言、指導書提供

①経営課題等の相談 当所で経営課題の相談を行い、希望するアドバイザーや
派遣日等についてのヒアリング

③通　知 豊田市より派遣内容等について事業者へ
派遣通知書を送付

商業アドバイザー
派遣事業

１年以内に「豊田市商業アドバイザー派遣事業」（P.4）を
利用し、評価および助言を受けた取り組みのみが対象

①申請書提出 豊田市（商業観光課）に申請書・事業計画書等を提出

②事業の実行 交付決定通知書到着後に、事業を実施

③実績報告書提出 事業が完了した日から起算して３０日を経過した日または
翌年度の４月５日のいずれか早い期日までに提出

⑤実施報告書提出 派遣から１か月以内に事業者は市（商業観光課）へ
実施報告書を提出
※派遣を行う度に、実施報告書の提出が必要

今よりもっと質の高い商品・サービスの提供や魅力ある店舗づくりをしませんか。
（魅力あふれる店舗創出事業補助金）

補助対象者 豊田市内において現に事業を営む中小企業者 補助率（限度額）

５０％（３００，０００円）
※事業予算の上限に達した場合は
　終了となります。

豊田市と当所は連携して前向きな事業者を支援します！

補助対象経費 店舗および商品の宣伝…広告料・手数料・委託料
業務の効率化…消耗品費・通信費・手数料・委託料
※消耗品費、通信費は補助事業内容に則したソフトウェア等の購入または
　使用にかかる費用に限ります。

豊豊豊田市
豊豊豊田市

HP

豊田市商業アドバイザー派遣事業（P.4）で
受けたの助言・指導の内容

魅力あふれる店舗創出事業補助金（P.5）を
使った取り組みの内容

HP

お問合せ

豊田市産業部商業観光課　TEL：0565ｰ34ｰ6642
当所 中小企業相談所        TEL：0565ｰ32ｰ4593

詳細は豊田市HPを
ご覧ください。

活用事例の紹介 美容サロン 芸術家 自動車販売修理

Instagramの投稿記事埋め込み手順やYouTubeのショート
ムービー機能・LINEのタイムライン投稿・Googleマイビジネスを
活用した時代に合った集客方法についてのアドバイス

Google検索、リマーケティング、フリーペーパーに
広告を掲載

コロナ禍での個展開催に向け図録のスタイルやページ構成、
栞などを使った今までにない広報物について提案

創業したばかりの自社の認知度アップのた
めに、キャンペーンや予約に利用できるHP
と自社アプリ製作の提案

販促用の自社アプリを製作
それぞれの魅力をアップするような手法を用い、会場で展示する個々の作品
を掲載した図録、ＤＭ、栞等の広報物を作成し、想定以上の売上があった。

Sou-navi Sou-navi

各支所（上郷・高岡・猿投・松平）でもご相談いただけます。

各支所（上郷・高岡・猿投・松平）でもご相談いただけます。



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。

●足助 まいど商店

季節ごとにバリエーションを展開して
いる「しっとり塩サブレ」。かわいらし
い「さくら風味」は、足助中学校の生徒
さんたちとの合作で生まれました。口
のなかで、ふんわりと桜が香る春の
味。ほかにはちみつ味、レモン味など
も折々に登場します。しっとり感にホッ
とし、ボリューム感が嬉しい一品です。

写真はさくら風味。季節ごとに、バナナ風味やレモン風味など、
期間限定の味が楽しめます

【住　　所】 豊田市足助町西町13ｰ1（塩の道連れ家内）
【　T　E　L　】 090ｰ2260ｰ8738（担当 村松）

しっとり塩サブレ 季節のサブレ

150ｇ 324円

●莨屋 塩座

足助の歴史と文化への想いから生ま
れたお塩です。江戸時代の塩の配合
を参考に、徳島・岡山・香川・兵庫そし
て、愛知の海の塩を混ぜ合わせた
｢足助直し｣のマイルドな味は、おむ
すびや野菜との相性が良いです。手の
ひらサイズの150ｇはお土産にも最
適です。贈答用のセットもあります。

おむすびが美味しくなる、塩と塩の合わせ塩

【住　　所】 豊田市足助町田町9
【　T　E　L　】 0565ｰ62ｰ0312（土日のみ）

塩の道 足助直し

刈谷ハイウェイオアシスで開催された「愛知県・岐阜県合同観光展」
に大野さん・鈴木さんが参加。当日は両県合わせて24のブースが
展開され、2名は10月よりはじまった「とよた宿割」など、来場者に
制度内容と併せて豊田市の観光名所をPRしました。

豊田市の魅力を発信するとよたPR大使。10月・11月は計9回活動しました。その一部をご紹介します。

第9期とよたPR大使活動報告

1枚 162円
賞味期限：製造日から4か月
購入方法： 購入方法：

HP

Vol.8

購入方法： 電話注文メール注文今回紹介の2店舗は掲載商品に加え、
贈答品等のご準備もあります。 検 索ＷＥ ＬＯＶＥ とよたマルシェ

通信販売

TGRラリーチャレンジ in 豊田で地元のお土産をPRしました！
11月7日、メイン会場である鞍ケ池
公園に、ＷＥ　ＬＯＶＥ　とよたマルシェ
加盟店6店舗（つたや製菓舗・ふるさ
と本舗・お菓子処　花月・福寿園・松南
園・City　Cafe）が出店。豊田市の特
産品を来場者に楽しんでいただきま
した。市内外から訪れたラリー選手
や観戦者からは、「いい思い出になっ
た」と好評でした。

ＷＥ　ＬＯＶＥ　とよた号と村瀬・梅本両選手を応援すべく笹嶋
さん、大野さん、鈴木さんが参加。観戦客・参戦チームに
ガイドブックを配布し豊田市の紹介や観光情報をご案内し
ました。

東海ブロック大会は、新型コロナ対策のためにYouTubeライブで
中継を実施。3名が中継リポーターを務めました。出店販売の豊田
市特産品等を、視聴者である全国の商工会議所青年部へ向けて発
信しました。

記念大会はスカイホール豊田で開催。
3名は、会場内で出店されていた豊田市の特産品を
選手と来場者にご紹介し、大会入賞者とボッチャを題
材としたポスター作品の表彰を行いました。

　　青年部東海ブロック大会で特産品を全国にリポート11
12

　　合同観光展で豊田市の魅力をご紹介！10
23

　　TGRラリーチャレンジ in 豊田　　ＷＥ ＬＯＶＥ とよた号の応援と観光PR

　　豊田市ボッチャ協会設立記念大会で　　特産品の魅力を発信！

11
7

11
21
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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）

【会場】 浄水交流館・保見交流館・むもんカンパニー青い空（豊田市）
長久手市文化の家（長久手市）

【TEL】 090-3836-4857   【メール】 yoshie0814@gmail.com

絵画教室 アトリエ アーティスト
代表／前嶋 芳枝

会員事業所紹介

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

創業のきっかけを教えてくださいQ
A 新鮮な野菜をもっと安価に食べてほしい。お客さんと店員の距離が近
い、人と人がつながる“青空市場”を、大好きな豊田市に作りたいという想い
を胸に、卸し業を経験し、大切な仲間と素敵な場所に恵まれ、今年9月に創業
しました。

今後の目標を
教えてください

Q

A 「この野菜が美味しそうだから
こんなものを作ったら家族が喜ぶか
な」など新鮮な野菜でお客さまの食
卓や生活に彩を与えるきっかけをつ
くれるようなお店を目指します。代表の北村さんのこだわりを教えてください。Q

A 自分もお客さんも楽しめる、豊田でイチバン元
気のある青空市場を目指しています。「今日も来て
くれてありがとう！今日はこの野菜がおすすめだよ」
とお客さんとお話する時間がとても大好きです。私
自身、店内のマイクパフォーマンスを行い、くすっと
笑っていただけるような商品紹介をしています。

生鮮市場 いつも青空

新規会員 いつも青空
とよたでイチバン元気な青空市場を

HP

絵画教室 アトリエ アーティスト
一人ひとりが芸術家 アート思考を取り入れた絵画教室

　「多様性や調和が求められる社会に、芸術を通して何か貢
献したい。一人ひとりが芸術家である。そんな空間をつくりたい」
と語るのは、絵画教室アトリエ　アーティストの代表の前嶋さん。
　前嶋さんは、長年教育現場で絵画・造形を教えているほか、
ご自身も現代美術家として国内外で活躍されています。
　絵画教室の大きな特徴は、生徒さんをひとつの枠におさめ
ようとするのではなく、個性を大切に、個々に合った指導を心
がけていること。これは、前嶋さんが現代美術家として、パリ
で制作活動を行っていた時に通っていた美術学校グランド・
ショミエールの先生の影響を大きく受けているといいます。絵
画教室には、絵が好きな人、絵が描けない人、画家になりた
い人、不登校ぎみの人、発達障害の人、気分転換に絵を描
きたい人などが、同じ空間の中で創作を行っています。価値
観や生活環境が違う人々が集まって絵を描くことで、それぞ
れが刺激しあい、響きあって、新たな感性を手に入れることが

できるそうです。最近では、アウトプットが苦手な人やアート思
考を身に付けたい人、右脳を使う訓練をしたい人といった社
会人の方も増えているとのこと。いつもPCを前にデスクワーク
をしている方が、久しぶりに絵の具の匂いを嗅ぐことで、懐か
しさと新鮮さをおぼえたり、画用紙に広がる絵の具の感触、
色の広がりから、気分が解放されリフレッシュされることも多
いそうです。また、一緒に制作をする小さな子どもたちの、無
垢で生き生きとした姿や作品を身近にすることで、自分の凝り
固まった思考に気づき、そういった体験により、ビジネスでの
新たな発想やアイディアにつながるそうです。これらが現在
注目されているアート思考です。
　「これから私たちは、予測困難な時代、激しい挑戦の時代
を生きていかなければならないからこそ、未来につながる生き
た芸術と教育に力を入れていきたい」と、前嶋さんは語られ
ています。

【配偶者控除】

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額

控除額
一般の控除対象配偶者

38万円
26万円
13万円

老人控除対象配偶者※

900万円以下
900万円超950万円以下
950万円超1000万円以下

48万円
32万円
16万円

納税者に控除対象配偶者がいる場合、一定の要件を満たすことで所得控除を受けることができます。

控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額および控除対象配偶者の年齢により以下のとおりとなります。

①その年の12月31日現在において配偶者であること（内縁関係は該当しない）
②納税者と生計をひとつにしていること
③配偶者の合計所得金額が48万円以下であること（給与収入のみの場合は103万円以下）
④配偶者が青色申告専従者として給与を受け取っていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
⑤納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること

※老人控除対象配偶者とは、その年の12月31日現在において70歳以上の控除対象配偶者を指します

【配偶者特別控除】

控除を受ける納税者本人の合計所得金額

控除額
900万円以下

38万円
36万円

900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得金額
48万円超95万円以下
95万円超100万円以下

26万円
24万円

配偶者の合計所得金額が48万円を超えているため、配偶者控除が受けられない場合でも、配偶者の
所得金額によって、諸条件を満たすことによって一定の金額の所得控除が受けれられる場合があります。

①その年の12月31日現在において配偶者であること（内縁関係は該当しない）
②納税者と生計をひとつにしていること
③配偶者が青色申告専従者として給与を受け取っていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
④配偶者本人の合計所得金額が48万円超133万円以下であること

31万円
26万円
21万円

100万円超105万円以下
105万円超110万円以下
110万円超115万円以下

21万円
18万円
14万円

16万円
11万円
6万円

115万円超120万円以下
120万円超125万円以下
125万円超130万円以下

11万円
8万円
4万円

3万円130万円超133万円以下 2万円

13万円
12万円
11万円
9万円
7万円
6万円
4万円
2万円
1万円

①配偶者以外の親族であること
②納税者と生計をひとつにしていること
③控除対象扶養親族の合計所得金額が48万円以下であること
④控除対象扶養親族が青色申告専従者として給与を受け取って
　いないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
⑤控除対象扶養親族がその年の12月31日現在において満16歳以上であること

（6親等以内血族及び3親等以内の姻族） 控除額区分
38万円
63万円

48万円

58万円

一般の控除対象扶養親族

老人扶養親族

【扶養控除】納税者に控除対象扶養親族がいる場合、一定の要件を満たすことで所得控除を受けることができます。

（12月31日現在で16歳以上のもの）

特定扶養親族（12月31日現在で19歳以上23歳未満のもの）

同居老親等以外の者

同居老親等
（12月31日現在で70歳以上のもの）

年末調整手続き（各種控除について）
今回は、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除について説明します。

現代美術家 絵画教室・障がい者施設・小学校での指導経験豊富

出張絵画・ワークショップも行っています。
豊田信用金庫猿投支店での生徒さんの作品展 
『クラシック音楽を聴きながら』

ブログ

※10月号新規事業所紹介にて掲載した 英自動車さまの営業時間ならびに定休日に誤りがありました。 正しくは→営業時間：9：00～18：00/定休日　日曜日・祝日です。 訂正させていただきます。

【住所】 豊田市司町5-28-4
【営業時間】10：00～17：30
　　　　　 /19：00～
【TEL】 0565ｰ39ｰ2017
【定休日】 水曜日
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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 〒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

和洋中三段重￥22,000

 詳しくは弊社HPにてご確認をお願いいたします。

(お重サイズ15×15×5cm)
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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。

12月21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
（P.2に掲載）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）日　時
本所会　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

20日（月）13：30～17：00

本所 21日（火）  上郷支所 20日（月）
13：30～17：00

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

働き方改革相談 21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
0120-006-802

※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。
※詳細はお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症対策として収容人数の半数で
　ご案内しています。

【料金】
A４：営利価格 88,000円
A3：営利価格 110,000円
仮に郵送で1通84円×6,300通とすると529,200円
チラシ折り込みはとてもお得です

会員事業所さまは特別価格です！
（非会員さまの半額）

「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しPRできます！

【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

Wi－Fi環境が完備。
プロジェクターなどの備品
貸出有り（別途料金有）。

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。

HPバナー掲載
当所HPへバナーを掲載◎！多くの方へのPRができます！

【料金】※最低1か月～
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◎

自社のスペースだと

少し手狭だな・・・
そんな時に！

◆自社PRツール
「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、
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中心。

ターゲットを絞ったPRが
できます！

広告をお値打ちに
打ち出したい・・・
そんな時に

会員限定

会員限定
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「共栄カンパニー」は、
㈱トヨタエンタプライズの
社内カンパニーです。 

このイベントは、豊田市内のものづくり企業や団体が、企業や投資家、メディアに対し、アイデア・技術・製品を短時間でプレゼン
テーションを行う、販路拡大や外部との事業提携を促す交流イベントです。今回は「SDGsに配慮した、自動車関連技術・製品」を
テーマにトヨキン（株）、（株）日下歯車製作所、（株）AQUA・Jの3社に登壇いただきます。
■日時　12月10日（金）15：00～16：00　■参加費　無料　■お申込み　QRコードからお申し込みください。
■申込期限　12月8日（水）18：00まで　
■お問合せ　有限責任監査法人トーマツ 名古屋事務所 越智　TEL：080ｰ4185ｰ6163
※この事業は豊田市産業部次世代産業課からの委託事業です。

新たな事業展開を支援する「SENTAN Maker’s Pitch」参加者募集関係
各所

第２回豊田市こころの健康づくり講演会を開催します！関係
各所

検 索豊田市こころの健康づくり講演会

HP

中部経済新聞が愛知・岐阜・三重県下の商工会議所連合会に所属する中小企業の育成と
指導に尽力した経営指導員を表彰している「中経優秀経営指導員表彰」を当所　中小企
業相談所　早川秀喜（写真左）が受賞。早川GLは女性起業家を増やすプロジェクトを立ち
上げ、2018年に経済産業省所管の「女性起業家支援コンテスト」で最優秀賞を受賞して
います。

中部経済新聞社
第50回 中経優秀経営指導員表彰を受賞

報告

本講演会は、「睡眠負債を抱えないために」をテーマに、睡眠とこころの健康や質の良い睡眠をとるポイント等をご紹介します。
■日時　2022年1月26日（水）１３：３０～１５：00
■講演内容　「睡眠負債を抱えないために」
■参加方法　オンラインまたは会場（豊田市役所西庁舎８F ８３会議室）
※新型コロナウイルスの感染状況等により、会場での視聴を中止する場合がありますので、ご了承ください。
※会場での視聴は、感染防止対策のため先着３０名とさせていただきます。
■申込期間　１２月２０日（月）９：00～2022年１月１９日（水）17：00
事前申し込みが必要です。QRコードもしくは、豊田市HPからお申し込みください。

『デジタルワールド・AI×オートメーション展』開催関係
各所

技術発展に伴い、中小企業にも実用的かつ導入しやすい技術へと進化したA I製品を紹介するイベントを開催します。21社のA I
製品展示に加えA I導入に取り組んだモノづくり企業３社の導入事例等を紹介するセミナーも開催。これまでA I導入をためらわ
れていた、中小モノづくり企業の皆さまも、ぜひこの機会に最新A Iをご体験ください。
■開催日時　12月10日（金）10：00～17：00　■場所　名古屋商工会議所 5F 会議室
■事前申し込み　QRコードからお申し込みください。
■お問合せ　名古屋商工会議所 産業振興部　TEL：052ｰ223ｰ8602

申し込み
フォーム

HP

第34回
東海ブロック大会豊田大会
盛大に開催しました（11月11日・12日）

東海ブロック管内を中心に全国各地の青年部
メンバー、OB・OG合わせて、総登録者数１，５
５９名のなか、約１，０００名が現地にて参加い
ただきました。豊田大会は、限りなく通常開催
に近い形での対面開催を目指し準備を進め、
多くの来場者の皆さまから新しい形での対面開催とご称讃
いただきました。コロナ禍での開催ということでメンバー同
士でも様々な意見があり、時にはぶつかり合うこともありま
したが、仲間との絆を構築することや思いをひとつにするこ
との難しさなど多くを学ぶ貴重な経験となりました。本大会
は大変多くの方に支えられ、無事終了することができまし
た。地域の青年経済人として、引き続き地域経済の発展に
貢献するため、青年部一同活動しますので、今後ともよろし
くお願いいたします。

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

NEWSTOYOTA cci News
豊田商工会議所事業のお知らせ&報告

11/4

ホテル松風にて、碧園お茶の純平の5代目茶師である山内祥正氏をお招きし、「お茶に関する講演および美味しいお茶の淹れ
方・点て方」と題し、研修事業を開催。山内氏からは、豊田市の茶業の歴史や抹茶ができるまでの工程、お茶の効能などについて
お話しいただきました。講演後は、山内氏の指導の
もと美味しいお茶の淹れ方・点て方について実習
を行いました。参加者からは「お茶の素晴らしさを
再確認できてとても勉強になった。」と好評でし
た。これからも地元豊田茶の普及活動を行ってま
いります。

女性会 研修事業を開催
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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
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