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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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Sou-navi　　 電子帳簿保存法の改正・確定申告相談
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愛知県厳重警戒措置による影響を受け、売上が減少した中小法人等に対し、以下の〈一般枠〉および
〈酒類販売事業者枠〉の応援金が交付されます。

●2021年10月の売上が2019年または2020年10月の売上と比較して50％以上減少していること（国の「月次支
援金」（10月分）」の交付が要件）

※申請期間を終了している分（一般枠：4・5・6月分、7・8・9・月分　酒類販売事業者枠：5・6月分、8・9月）の各期の申請期間内に申請を行えなかった
事業者を対象に特例受付実施中）の特例受付も上記へ申請・お問い合わせください。

愛知県中小企業者等応援金（10月分）
　　　　　　　　　　　の申請について酒類販売事業者枠一般枠

◆一般枠 （10月）
対　　象 中小法人・個人事業者等（本店または主たる事務所が県内にあること）

交　付　額 2019年または2020年の10月と比較した2021年10月の売上減少額 ※愛知県感染防止対策協力金との併給は不可
【中小法人】 上限15万円/月　　【個人事業者】 上限7.5万円/月

交　付　額 売上減少割合によって交付額が違います。 ※詳細は、下記特設サイトをご覧ください。（提出時の注意事項を含む）
【中小法人等の場合】 上限20万～60万　　【個人事業者等の場合】 上限10万～30万

売上要件 2021年10月の売上が、2019年または2020年の10月の売上と比較して30％以上50％未満減少していること

対　　象 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が県内にあること）

申請手続き 【特設サイト】 https://aichi-chusho-ouenkin.com/next2/ 申請期間 ～2022年1月14日（金）
お問合せ TEL：0120ｰ100ｰ476　受付時間 9：00～17：00（土曜日・日曜日・祝日含む、年末年始を除く）

売上要件

◆酒類販売事業者枠 （10月）

【上　乗　せ】

●2021年10月の売上が2019年または2020年10月の売上と比較して30％以上50％未満減少していること
●2021年10月の売上が2019年または2020年10月の売上と比較して15％以上30％未満減少、かつ、2021年
9月の売上が2019年または2020年9月と比較て15％以上減少していること

【拡　　大】
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　春を迎え、心よりお慶び申し上げます。
昨年は、緊急事態宣言の発出と解除、新
型コロナウイルス新規感染者数の増減に
合せて、経済活動の制限と緩和が繰り返さ
れた一年となりました。

　クチン接種や感染予防対策により感染
状況は落ち着きつつあるものの、依然と
して飲食店やホテル・旅館、旅行業等を
取り巻く環境は大変厳しい状況が続いて
います。

　き続き市内経済を足元から支える、中小
企業・小規模事業者の事業継続と雇用維
持を第一に新型コロナ対策支援制度の活
用促進など、事業者支援を重点的に取り
組みます。

　た、長期的な視点から持続可能なよりよ
い社会づくりをめざすSDGsの取り組みや、
本市の基幹となる自動車産業にも大きく関
わるカーボンニュートラルを重点テーマに
位置づけ好事例の紹介や行政と連携した
セミナーの開催など事業者の具体的な行
動に役立つ情報提供や、ＣＯ２削減を後押
しするよう各方面に政策要望を行っていき
ます。

　秋開催予定のWRCラリージャパン2022
やTGRラリーチャレンジin豊田といったクル
マのまちにふさわしいイベントをはじめ、年
間来場者180万人が見込まれるジブリパー
クの開園を活かした市外からの誘客、消費
拡大につなげるとよた元気プロジェクトや各
種取り組みを進めます。

　所は本年創立70周年の節目の年を迎
えます。豊田市の持続的な発展に寄与す
べく、地道に愚直に徹底的に取り組んでま
いりますので、温かいご支援ご協力を賜り
ますよう心よりお願い申し上げます。

豊田商工会議所

三宅 英臣

年頭所感
２０２2年を
迎えるにあたって

年頭所感
２０２2年を
迎えるにあたって

①2022年度のキーワードを教えてください
②2022年の抱負を教えてください
③プライベートでの抱負を教えてください
④コロナ禍が落ち着いたらしたいことに
　ついて教えてください

新年の抱負
正副会頭の皆さんに、新年に向けた抱負を伺いました。

会頭 三宅英臣 豊田鉃工（株） 相談役
（左から 大矢副会頭、河木副会頭、三宅会頭、田端副会頭、小島副会頭）

心機一転、蒔き直し
①コロナに負けない環境づくり
②心機一転、蒔き直し　　③健康第一、ゴルフで健康な体をつくる　　④海外旅行・まちなかでの大集客事業

副会頭 河木照雄 （株）山田屋 代表取締役

①今年は当所70周年を迎え、三宅会頭はじめ役員が一体となり中小企業の皆さまに寄り添い
“何でも相談でき、頼りになる商工会議所”として微力ではありますが力添えできたら幸いと
考えています

②心豊かに暮らす　　③健康が最大の課題
④日本国内での小旅行を楽しみたい 今まで自分自身での旅行はあまりなかったため、月に一度は出かけたい

副会頭 田端　稔 豊田信用金庫 元相談役

①有史以来の大冒険（脱炭素社会建設）への旅立ち
②エネルギー転換 原子エネルギーから原始エネルギーへ
③大人の学びなおし 無知は罪　　④神仏へのお礼参りで御朱印をもらう

副会頭 小島洋一郎 小島プレス工業（株） 相談役

①循環型経済のグランドデザインを考える
②デジタル×グリーン×エクイティ（三位一体）「生活を豊かに」「地球環境を護る」「豊かさを公平・公正に分かち合う」
③健康に気をつけて頑張ります　　④旅行・外食

副会頭 大矢伸明 太啓建設（株） 代表取締役
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次世代モビリティへの対応・計画的なSDGsの推進・会議所70周年事業の成功
健康がすべての原点　明るく　楽しく　元気よく　行動する　　④優雅に世界を旅行したい

①「カーボンニュートラル社会の実現」への第一歩と位置づけ行動する
②次世代モビリティへの対応・計画的なSDGsの推進・会議所70周年事業の成功
③健康がすべての原点　明るく　楽しく　元気よく　行動する　　④優雅に世界を旅行したい

会 頭

正副会頭インタビュー2022年！

特別企画
新春新春
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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）詳細については、最寄りの税務署までお問い合わせください

会員事業所紹介

当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当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

創業されたきっかけを教えてください。Q
A 甲子園を目指していた高校球児時代に、身体の調整とト
レーニングのため整体院を利用していました。
身体に不調を抱える方や、スポーツをしている方、夢や目標に
向かっている方の力になりたいと思い、パーソナルトレーニン
グジムを併設した整体院を開業しました。

今後の目標を教えてください。Q
A 痛みを取るために始めた筋トレが
きっかけで、周りにうらやましいと思われ
る魅力的な身体に変化していくお客さま
をサポートできることに喜びを感じていま
す。お客さま一人ひとりに寄り添って、一
緒にレベルアップしていけるパートナー
になれるよう日々努力を続けたいです。

新規会員 たくま整体院整体 パーソナルトレーニング

豊田鋸加工所ただの「研磨屋」ではない、「切れ味の再生屋」

　「お客さまが大切にされている刃物を長く使っていただけ
るように再生（調整・研磨）してお返しする。唯一無二の技術
を持つ会社です」と語るのは三代目の山本 雄介さん。
　1964年から続く、豊田鋸加工所は製材用の帯鋸の再研
磨から始まり、お客さまの要望に応えるうちに樹脂・段ボール・
金属などあらゆる素材に使用する刃物を扱うようになりました。
　ただ摩耗した部分を削るのではなく、歪みがないかなど
“しっかりと切れるかどうか”にこだわり、国家資格である製材
のこ目立て技能士１級保持者２名をはじめ、高い技術力を持つ
従業員が力を合わせ加工することにこだわっているそうです。
　自動化にも力を入れており、刃物の反りやゆがみを直す工
程は熟年の職人の技術で行いますが、工程の50％である研
磨は、最新設備で機械化しました。その結果、高品質な技術
を低価格・短納期で提供することが可能となりました。
　また、小さいお子さんを持つ主婦や定年後の再雇用の方
を採用するなど、“働きたい方”の雇用促進にも力を入れてい
ます。“子どもの体調不良による急な休みへの対応”“有給休
暇取得推奨”などが認められ、「豊田市はたらく人がイキイキ
輝く事業所表彰」を受賞されました。

　山本代表は今年度の当所青年部会長を務めるなど、地
域貢献にも精力的に活動されています。「豊かな資源に恵ま
れたこのまちで会社経営ができることに感謝しています。将
来的には子ども食堂の運営や居場所支援・学習支援なども
行いたい。」と語られました。豊田鋸加工所は、サスティナブ
ルな社会づくりに貢献する存在として注目されています。

A 整体で身体の不調を取り除くだけでなく、
腰痛や肩こりの原因をトレーニングを通して、根
本から改善し、痛みが再発しないような“身体作
り”をすることで、お客さまの生活の質が向上す
るお手伝いができるよう心掛けています。

橋本さんのこだわりを教えてください。Q

【住所】 豊田市上原町西山593-5  
【TEL】 0565-45-0524

豊田鋸加工所

たくま整体院

【住所】 豊田市美里4-6-5
【TEL】 0565ｰ63ｰ5466
【営業時間】9：00～21：00
【定休日】 水曜日

HP

instagram

HP

Sou-navi

代表の橋本さん▶

電子帳簿保存法の改正

電子データでの保管を認めようと1998年7月に施行されました。この法律が
2022年1月に改正されます。国税に関する帳簿や書類を電子データ等で保存
する時の方法について定められています。

電子帳簿保存方式とは？

具体的に
対象となる
取り引き例

※今回の改正で、2022年1月1日以後、電子取引は電子による保存が
　義務となります。これは、事業規模に関わらず、企業・個人事業主が対象となります。
　この対応を怠ると、最悪の場合、青色申告承認を取り消しされる可能性があります。
　（下記の内容をご確認ください）

●総務担当者がECサイトで備品を購入し、その領収書をPDFデータで
　ダウンロードした。
●取引先がFAXで送付してきた請求書を、複合機でデータ保存した。
●取引先からの請求書をPDFデータでメールにて送付してもらった。

※電子取引の電子データ保存義務化については、2022年1月1日から適用予定ですが、政府与党による
令和4年度税制改正大綱によると、適用には2年間の猶予が設けられました。やむを得ない事情で電子
保存ができず、税務署がそれを認めた場合、従来どおり、紙での保存が認められる予定です。詳細につ
いては現段階では不明ですが、今後の動向に注視していく必要があります。　　（2021年12月15日現在）

上記のように、電子取引したものは電子取引データの以下の保存要件に則ってデータ管理する
必要があります。これら電子データで受け取った書類は紙に印刷しての保存は認められず、要
件に沿った電子保存が必要となります。

要件① 関係書類の備え付け・・・・・概略書やマニュアルを備え付ける
要件② 見読性の確保・・・・・・・・・・・・・・ディスプレイやプリンタでいつでも出力できる
要件③ 検索性の確保・・・・・・・・・・・・・・日付・金額・取引先の3項目で検索できる

上記の要件を満たした上で、データ保存には次のA～Dのいずれかの要件を満たす必要があります。

A タイムスタンプ（ある時刻にその電子データが存在していたことと、それ以降改ざんされて
いないことを証明する技術）付与済みの電子取引データを授受する

B 取り引きデータ授受後、2か月以内にタイムスタンプを付与する

C 取り引きデータの訂正・削除ができないシステムや、訂正・削除履歴が残せるシステムで
保存する

D 取り引きデータ訂正・削除の防止に関する事務処理規定を備え付け、運用する

ご存知です
か？



「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。 

WE LOVE とよたマルシェ

（公財）豊田市スポーツ協会70周年の記念事業として、豊田マラ
ソン大会が豊田スタジアムで開催され、当所三宅会頭がスター
ターを務め、とよたPR大使の大野さんも参加しました。大野さんは
各レースのスタート前にプラカードを掲げ、選手に向けた時間の告
知とコースで選手の応援を行いました。

第9期とよたPR大使活動報告

HP

イベントインフォメーション

豊田市内で生産・製造されている逸品をPRする特産品展が、金山総合駅イベント
広場で開催されます。
市内事業者15店舗が出店し、当所管轄地域からも5店舗が出店。当日は和菓子か
らキャンドルまで幅広い商品が並びます。
2年ぶりの開催となる特産品展の特徴は、豊田市内の商品を一度に楽しめること。
さらに今回は新商品のお披露目も予定されており、豊田市にお住まいの方もお楽
しみいただける2日間です。ぜひお越しください。

「おいでん！とよたの特産品展」を開催！

当所会員12,000円、市内商工会会員18,000円年会費

事業推進部 街・店・品づくりG 成瀬・伊藤　TEL：0565ｰ32ｰ4595お問合せ

加盟店募集！
２０22年度

市内事業者が生産・販売している豊田の魅力ある加工食品・農産物・飲料（酒類含む）をWebサイトにて紹介し、
当所の幅広いネットワークを活用して、販路拡大・集客を支援します。広報媒体のひとつとしてご活用いただけ
ます。現在30店舗を紹介中！

“クルマのまち豊田”から“美味しい豊田”をお届けするWebサイト

HPより申込書をダウンロードし、お申し込みください。加入条件・申込方法 検 索WE LOVE とよたマルシェ

貴店商品をWebサイトで掲載！
取材・商品撮影をプロが行い、
運営を当所が行います。

簡易版HPに
商品やお店の情報を載せた
リーフレットを、豊田市内施設・
市内外に広域配布しています。

イベント出店斡旋・マッチング
事業・セミナーの紹介など、販路
拡大を支援します。

リーフレットの作成 情報提供

＜２０２1年度実績＞

●TGRラリーチャレンジ in 豊田にてリーフレットを約5,000部配布
●当所関連事業所HPへの掲載

●とよたの特産品展in金山総合駅　●とよたビジネスフェア（予定）
●スポーツイベント（TGRラリーチャレンジ in 豊田・
　豊田スタジアムでのグランパス戦・スカイホール豊田での大会）等

●豊田市役所内ファミリーマート（2019年度より継続）　●どんぐりの里いなぶ（2020年度）

【その他】
ひまわりネットワーク「じもサタ。」にて加盟店・イベント出店の様子を紹介
市内企業（数社）から加盟店より手土産・返礼品として選定
こととや T-Face店でのWE LOVE とよたマルシェコーナー設置（2019年度より継続）
とよたびステーション加盟店舗での特産品コーナー設置（同継続）

Webを使った新規販路開拓を！

　　とよたエールマラソン2021 ザ・チャレンジ
　　現地開催の応援に駆け付けました。

2021年度リーフレット

とよたびステーション

12
12

開催概要

日　時 1月22日（土）・23日（日） 両日10：00～17：00
会　場 金山総合駅構内イベント広場

お問合せ
事業推進部 街・店・品づくりG　TEL：0565ｰ32ｰ4595
※新型コロナウイルス感染症の影響および悪天候等により開催が中止・
　または変更となる場合があります

名古屋

豊橋

豊田市

令和4年1月22日（土）・23日（日）
10～17時（両日） 金山総合駅連絡橋イベント広場

　ワ
ク
ワ
ク

ウ
キ
ウ
キ

とよたの特産品展実行委員会［　　　　　　　　　  ］藤岡商工会・小原商工会・足助商工会・下山商工会・
旭商工会・稲武商工会・豊田商工会議所・豊田市

有限会社
クイック
トップ ポスター・パンフレット・ロゴ・WEB制作

新商品お披露目!新商品お披露目!いよ
いよ

ここだけのここだけの

今年も
よろしくお願いします

第9期と
よたＰＲ大使 鈴木・笹嶋・大野
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Sou-naviSou-navi

事業承継について「何からはじめて良いかわからない」「後継者が育って
いない」「後継者が不在である」「事業を残したい」などお悩みの方に、
基礎知識や参考となる事例をお伝えします。

事業引継ぎの大切な
ポイントを解説します！

13：00～15：00
26 水

1

テーマ１ 13：00～14：00
社長の仕事をスムーズに引き継ぐために知っておきたいこと

●準備は何から始めればいいのか
●実例で解説「親族・従業員への承継」

講  師
承継コーディネーター兼経営者保証コーディネーター 竹川 時彦氏
愛知県事業承継・引継ぎ支援センター

テーマ2 14：00～15：00
後継者不在で廃業する前に検討すべきこととは

●第三者承継（M&A）による事業引継ぎ
●実例で解説「第三者への承継（M&A）
●創業希望者への引継ぎという新たな選択肢

開催形式 Zoom

※豊田市・豊田信用金庫・当所は包括連携協定を締結し、相互連携により事業承継に関する課題解決に取り組んでいます。

主　　催 とよた事業承継プラットフォーム（豊田市・豊田信用金庫・当所）
協　　力 愛知県事業承継・引継ぎ支援センター

お申込み QRコードから申込みフォームにアクセスし、お申し込みください。
お申込み期日 ～1月24日（月）
お問合わせ 豊田信用金庫 経営支援部（山内・今井） TEL：0565ｰ36ｰ1227

定　　員 80名（先着順）

費　　用 無料

講  師
統括責任者 今西 昭一氏 サブマネージャー及川 祥平氏
愛知県事業承継・引継ぎ支援センター

確定申告相談

時　間 13：30～17：00

お申込み
予約が必要です。
お近くの会場またはご都合の良い日に合わせて、下記本支所へお申し込みください。

2021年度 確定申告相談スケジュール

新型コロナウイルス感染症等の感染防止のため、
来所時にはマスクをご着用ください

本　　所
0565ｰ32ｰ4593 3月 1日（火）、3日（木）、7日（月）、9日（水）、11日（金）

2月 8日（火）、10日（木）、14日（月）、16日（水）、22日（火）

会　　場 日　に　ち

上郷支所
0565ｰ21ｰ0019

3月 1日（火）、3日（木）、8日（火）、11日（金）

2月 9日（水）、1０日（木）、15日（火）、17日（木）、21日（月）、22日（火）、
24日（木）、28日（月）

高岡支所
0565ｰ52ｰ3047 3月 1日（火）、2日（水）、4日（金）、７日（月）、10日（木）

2月 8日（火）、14日（月）、16日（水）、17日（木）、22日（火）、25日（金）

猿投支所
0565ｰ45ｰ1212 3月 1日（火）、２日（水）、４日（金）、７日（月）、8日（火）、10日（木）

2月 15日（火）、16日（水）、17日（木）、21日（月）、22日（火）、25日（金）

松平支所
0565ｰ58ｰ0025

3月 7日（月）、8日（火）、9日（水）

（要予約） 事業承継M&Aオンラインセミナー
経営者の方／後継者の方／承継でお悩みの方へ

お申し込み
フォーム

対象者 当所地区内（本所・上郷・高岡・猿投・松平地区）の小規模事業者
※所得税の決算書の事前作成・消費税申告がある場合は課税取引金額計算表を用いて区分経理し、作成した申告表をお持ちください。

内　容 確定申告書の作成・実務相談 ※株の配当、年金、譲渡、相続、贈与の申告は受付できません。

持ち物

●決算書、確定申告書一式（昨年の控え）　　●帳簿一式　　●印鑑
●事業所得以外の収入がある場合の関係書類（給与所得や公的年金等の源泉徴収票）
●配偶者（特別）控除を受ける際の配偶者の収入金額が分かるもの（源泉徴収票等）
●各種所得控除証明書
　（小規模企業共済、国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料・生命保険料、地震保険料等）
●医療費控除を受ける際の明細書（個人別、病院別にまとめて集計してください）
●セルフメディケーション税制を受ける際の特定一般用医薬品等の領収書および証明書類等
　（予防接種済証、健診等の結果通知表（写）等）
●マイナンバーカードが確認できる書類
　（マイナンバーカード（写）、個人番号通知カード（写）等）
●本人確認書類（運転免許証（写）、保険証（写）等）
※上記のもの以外にも必要と思われるものは各自ご持参ください。
※当所にてマイナンバーを一時的に保管するにあたり、委任状への署名捺印等が必要になります。
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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

レストランのご夕食
＋ご宿泊がセットで

50%off!!

和彩房「ころも」or  中国料理「桃園」

シングルルームご1泊特別価格=\8,000
お料理+フリードリンク=\10,000

とよた宿割実行委員会の規定に沿って行います。

とよた宿割50%off
￥18,000    \9,000 ◆お一人様

とよた宿割50%off
￥18,000    \9,000 ◆お一人様

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。

1月18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）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

17日（月）13：30～17：00

本所 25日（火）、28日（金）・猿投支所 26日（水）・上郷支所 21日（金）
高岡支所 20日（木）、31日（月）・松平支所 28日（金）

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 18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

【料金】 無料

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

広告をお値打ちに
打ち出したい・・・
そんな時に

会員限定

「会報誌」クーポン掲載サービス
クーポン（P15）に無料で自社の割引券等を掲載できます！
ぜひご利用ください。

会員限定

会員限定

CCI活用ガイド
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県内の事業所で働くすべての労働者（常用・臨時・派遣・パートアルバイト等）に適用。使用者は、適用される最低賃金以上の賃金
を労働者に支払わなければなりません。賃金が時間給以外で定められている場合（月給・日給等）、賃金を１時間あたりの金額に
換算して時間額９５５円と比較します。

愛知県最低賃金は、１０月１日から時間額９５５円に改定されました。
関係
各所

採用した社員がすぐに辞めることなく、主体的に能力を発揮して職場に定着することにより、活性化した職場にさらに人が集まる、
という好循環を生み出す秘訣について、ヒントを得ていただくためのシンポジウムです。

愛知県 若者職場定着支援シンポジウム
関係
各所

告知

12月8日の常議員会にて承認された皆さまです。
ご入会いただきありがとうございます。

（部会順・順不同）
日　　時 1月24日（月）16：00～18：00 場　　所 ホテルトヨタキャッスル 2F 豊田市長講演会 16：00～16：45

会　　費 5,000円（当日受付にて）

定　　員 120名（先着）

日　　時 １月２８日（金） １４：００～１６：１０

参　加　費 無料場　　所 愛知県産業労働センター（ウインクあいち） ５F小ホール

対　　象 県内企業の経営者・管理職・人事担当者など

お申込み・お問合せ 県業務委託先NPO法人ブルーバードのWebサイトからお申し込み・お問い合わせください。

お申込み 1月14日（金）まで　総務部　TEL：0565ｰ32ｰ4568

懇　談　会 16：50～17：30 ※定席でのお食事 対　　象 当所会員

新型コロナウイルス感染症対策に万全を期し、下記の日程で開催します。

豊田商工会議所 新春懇談会のご案内
新規会員さまのご紹介

報告

73名の皆さまにご参加いただきました。いつどのような状況で誰に起こるか分からない交通事故。皆さまの生活を一変させうる
交通事故が起こらないよう、安心・安全な社会を実現すべく、当所も交通安全に対する活動に引き続き力を入れてまいります。

※定員に限りがあるため、1事業所について1名のお申し込みでお願いします。　※万が一定員に達した場合はお断りさせていただく場合があります。（ご参加いただ
けない場合のみ連絡します）　※新型コロナウイルス感染症の状況によっては開催内容を変更する場合があります。

12月2日にJAあいち豊田交差点前にて

冬の交通安全立哨 開催
報告

NEWS TOYOTA cci News
豊田商工会議所事業のお知らせ&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

グッチーカメラ 浄水町

交通運輸

建設業

（株）カミオン 深田町

（有）大一工業 知立市

（有）サンテックシンワ 花園町

（株）ニットーファイン 名古屋市

（株）AQ－FAiN 四郷町

明誠工業（株） 御船町

ミムラモールドエンジニアリング 挙母町

宇野建材 野見山町

テーケー工業合同会社 西岡町

HAYASHI TASHIRO EMY LUCIA 篠原町

長谷川商店 浄水町

（株）G－TRUST 和合町

（株）ユーロカー 篠原町

（有）大東工務店 天王町

BRF 岡崎市

たかひら住建 吉原町

佐藤建築 越戸町

柴嵜 達夫 神池町

坂井建築 今 町

なな喜建築設計室 名古屋市

太田建築設計事務所 小坂町

サービス業

OMEGA HOME 岩倉町

吉田 正樹 広久手町

（株）西山不動産 水源町

合同会社ロビンズネスト 西中山町

合同会社ダイユウ 駒場町

Maple英会話教室 東山町

KUMA HOUSE 本 町

au’oli 高 町

音楽教室はじまりの音 御立町

絵画教室アトリエアーティスト 西中山町

assouplir 平戸橋町

エイワ塾 中田町

ワンビジョン 上野町

豊田四郷とみやす眼科 四郷町

（有）あしたや 四郷町

信竜電機 知立市

豊田次世代士業団 平芝町

（株）B．F．C 土橋町

西杢工業 名古屋市

小嶋司法書士・行政書士事務所 小坂本町

旭の森助産院 杉本町

（株）アレス豊田 土橋町

丸豊ホーム 千足町 さくら整体院 桝塚西町

竹内建築 平戸橋町 （株）H&C 東梅坪町

平岩業務店 桜 町 ゆず接骨院 梅坪町

（株）SK工機 みよし市 豊田バランスラボ接骨院 配津町

加藤 良太 四郷町 aurora 穂積町

urara designs 大沼町 （株）サンゲル 土橋町

SUZUKI DENKI 美 里 Artes Labo 泉 町

ペインティングIWATA 深田町 アブソーブ 市木町

ミツルインテリア 保見町 TAIKEIファーム（株） 東梅坪町

（有）フタバ 竜神町 むつおクリニック 浄水町

松田装飾 日南町 どりーむひるずのみつえさん 市木町

クレスト（株） 中根町 eyelash aimy 豊田店 名古屋市

清水工業 石野町 （株）rapport 勘八町

フラットヒルズ（有） 小坂本町 COCORIRE 細谷町

豊田不動産事務所 小坂本町 一般社団法人いま・ここ 東山町

矢頭不動産（株） 平山町 （株）きく結び 伊熊町

日高 育子 下市場町 ANSY（株） 御幸本町

柴田 晃伸 野見山町 理容レオ 若宮町

磯村 雅代 花園町

合同会社メルヴェイユ プリエ 京 町

（株）三宅商店 藤岡飯野町

（株）ＢＩ 本新町

セブンイレブン豊田市西山町店 西山町

ローソン三河豊田駅前 大林町

WINNER SPORTS（株） 岡崎市

セントセラム（株） 鴛鴨町

ワークマン豊田吉原店 吉原町

フラワーショップ はなごや 上原町

パティスリータブロー 美 里

（株）PYP 大島町

大田屋 御立町

獅丸 大林町

御幸 御幸本町

インド＆ベトナム料理 スバカマナ・ミニメグリア エムパーク店 前山町

ダイニング カフェ りあん 小坂本町

（株）PアットG 大清水町

Ar's burger 新 町

うたclub THANKS 小坂本町

（株）COPAT 神田町

カラオケ喫茶 かのん 御幸本町

フルーツdeスマイル 東広瀬町

四川料理 合満福 若林西町

カラオケ喫茶もも（千足店） 千足町

カラオケ喫茶もも（青木店） 青木町

カラオケ喫茶モモ（水源店） 水源町

カラオケ喫茶（藍） 小坂町

肉ずしと酒肴 じゅげむ 若林西町

風の森 青木町

（株）DARTS 朝日町

（株）アトム 横浜市

東新デザイン 東新町

アイチ・メタル 愛知郡東郷町

大洋技工 市木町

（有）丸磯工業 高岡町

加藤工業 大内町

関係
各所

日　　時 1月28日（金）15：00～18：00

参加方法 オンラインまたは会場（ものづくり創造拠点SENTAN ３F）

お申込み QRコードからお申し込みください。

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

申込期限 ～1月26日（水） 18：00

参　加　費 無料

豊田市内のものづくり企業や団体が、企業・投資家・メディアに対し、アイデア・技術・製品について短時間でプレゼンテーションを
行い、販路拡大や外部との連携を促す交流イベントです。3回目となる今回は、（株）市川鉄工所・（株）太啓建設・（株）日栄機工・
（株）フカデン・三井屋工業（株）・有志団体DreamOn・ものづくりミライ塾第5期生の７社・団体に登壇いただきます。今回はピッチ
で発表した実機の展示も行いますので、ぜひ会場でご体感ください。

新たな事業展開を支援する
第３回「SENTAN Maker’s Pitch」を開催します！

※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。 HP

トヨタ自動車（株）加藤さまより、カーボンニュートラルについてご講演いただきました。カーボンニュートラル
の2050年実現に向けて、トヨタ自動車（株）が取り組まれている内容等を事例を交えてご説明いただき、改め
てカーボンニュートラルの重要性・必要性について理解を深めることができました。

12月8日 常議員会にて

「カーボンニュートラル」講演会を開催
報告

HP

とよたcci.mail 2022／1月号12 13とよたcci.mail 2022／1月号



とよたcci.mail 2022／1月号14 15とよたcci.mail 2022／1月号

お問合せ ②⑤⑥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 ①③④については、QRコードより必要事項を記載の上、お申し込みください。

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豊田デジタルテックミートアップ
日　　時 2月3日（木）14：00～16：00
定　　員 30名（会場）/100名（Zoom）

申込方法 QRコードより
お申し込みください

会　　場 ものづくり創造拠点SENTAN
（豊田市挙母町2ｰ1ｰ1）

とよたイノベーションセンターからのご案内

お得なクーポン情報お得なクーポン情報

HP

豊田商工会議所会員さま限定！

右記共通クーポン券を切り取り、直接事業所にご提出ください。
・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、直接事業所にお問い合わせください。
　期間中何度でもご利用いただけます。（会員事業所の家族・従業員も利用可能）
　各店舗により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。 ●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 コピー可クーポンの
ご利用について

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て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 じゅわじゅわ入場券（ほっとかん内）

ご優待・クーポンに関するお問合せ 担当 髙橋　TEL：0565ｰ32ｰ4567（受付時間 9：00～17：00）

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
※他の割引との併用不可

車のコーティング
MIGAX NB
TEL：0565ｰ79ｰ1574

よもぎ蒸し専門店 ビバ・ピール
TEL：0565ｰ34ｰ2583

茶碗蒸し・ソフトクリーム・グラスビールから

ひとつプレゼント
※注文時にクーポンをお渡しください

やわらかとんかつ かつ雅

宿泊料金10％割引
※他の割引との併用不可　※電話予約のみ
※ご予約時に「クーポン利用」とお伝えください

シティホテル
アンティーズ
TEL：0565ｰ33ｰ7337

お食事10％割引
※6Fレストランのみ使用可　※他の割引との併用不可
※1枚につき4名さままで利用可

株式会社
名鉄トヨタホテル
TEL：0565ｰ35ｰ6611

宿泊・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

ホテル松風

TEL：0565ｰ28ｰ2797

豊田プレステージホテル
TEL：0565ｰ34ｰ5555

※他の割引との併用不可　※現金精算のみ

※プロコース除く、他の割引券との併用不可

自社プール完備！
ダイビングスクール
コース費から

ダイビングスクール
ソットマリノ
TEL：0565ｰ74ｰ0038

※新規の方のみ

ヘアカラーリタッチ
3,828円

→3,278円
テイクアウトカラー
2,420円

→1,650円

宿泊20％割引※1

サウナプラザ1,500円
食事10％割引※2

かみいろ美人
TEL：0565ｰ42ｰ4266

豊田市初！電気を流す美容鍼「はんなり美鍼」の
初回施術の初診カウンセリング料

2,200円→0円に！

たくろう鍼灸院
TEL：0565ｰ31ｰ3669

※エアコン2台目以降さらに割引あり

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 10％割引 各コース料金から10％割引

たくま整体院
TEL：0565ｰ63ｰ5466

名刺・封筒の初回データ作成代 無料

はんこ屋さん21 豊田店

TEL：0565ｰ32ｰ3253

メガネ一式表示価格から20％割引

メガネのひえの
【本　店】 TEL：0565ｰ32ｰ2448
【猿投店】 TEL：0565ｰ45ｰ8617

【豊田美里店】 TEL：0565ｰ89ｰ5883
【豊田吉原店】 TEL：0565ｰ51ｰ2340

ご新規さま限定50％割引

脱毛サロン Punana
TEL：080ｰ6972ｰ9190

宿泊10％割引
ドリンク1杯サービス

特別によもぎ蒸し30分

2,500円
足マッサージも

無料でサービス

有限会社真栄コーポレーション
アイクリーナー
TEL：0565ｰ71ｰ5175

※割引上限2,000円

ランチ

5％割引
ディナー

10％割引

天ぷら 御食事処 まつ葉
TEL：0565ｰ42ｰ5717

お得にプレーできるグリーン友の会

入会金3,300円無料

豊田カントリー俱楽部
TEL：0565ｰ80ｰ3732

※他の割引との併用不可　※クーポンをご提示ください

プラザホテル豊田
TEL：0565ｰ29ｰ1811

※1 基本料金より・他の割引との併用不可　※2 ランチタイム除く

※クーポンをご提示ください　※コピー可

（レストランwindy）

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

12月6日研修事業として「『社会に貢献する』この先にあるものは」が開催。講師に（株）鳥貴族ホールディングス代表取締役　大
倉　忠司　氏をお招きしました。講演で大倉氏は利益を出し、ステークホルダー（自企業に関わるすべての人々）に配分していくこ
と、「正しい会社」であるために、誰が見ても「正しい」と思われる自企業にすることが「社会貢献」であり、それが自企業の「志」
を果たすことであるとお話になりました。参加者にとって大変有意義な時間となりました。

最新デジタルツールを紹介するオープン型の
マッチング交流会を開催

②名古屋市工業研究所を活用しよう！
日　　時 1月26日（水）14：00～
対　　象 市内の中小製造業

申込方法 下記問い合わせ先に
ご連絡ください

会　　場 名古屋市工業研究所に
現地集合・現地解散

公設試験研究機関と連携して
新製品・新技術を開発！ ③採択されるものづくり補助金の

　事業計画・申請書のポイント
日　　時 1月20日（木）14：00～15：30

申込方法 QRコードより
お申し込みください

会　　場 Zoom

補助金最新情報もお伝えします！

④事業再構築補助金を活用して
　新事業展開
日　　時 2月2日（水）14：00～15：30
会　　場 Zoom

申込方法 QRコードより
お申し込みください

対　　象 製造業で事業再構築補助金の申請
を検討されている方

⑤研究者が語るロボット活用
　最新情報セミナー
日　　時 2月8日（火）15：00～16：30
会　　場 Zoom

申込方法 下記問い合わせ先に
ご連絡ください

対　　象 中小製造業などの
経営者・管理者 対　　象 プレス成形加工の実務経験を

3～10年程度お持ちの方

人手不足や生産性向上などを解決したい方へ
⑥スキルアッププログラム
　プレス成型加工の技術講座
日　　時 2月10日（木）17日（木）24日（木）

3月3日（木）4日間

申込方法 下記問い合わせ先に
ご連絡ください

会　　場 Zoom

実験・実例を交えた解説で体系的に学べます！

リニューアル

会議室
ご利用全員


