
『とよたcci.mail』
広告折込サービスのご案内
当所会報へ貴事業所の広告を折込みませんか。
発行数は全会員、各地商工会議所を含め
約6,300部！！
毎月1日より一斉発行しています。

約6,300部

会員事業所、公官庁、
関係機関、各地商工会議所

毎月1日

（会　員）　 60,000円（税込）
（非会員）　100,000円（税込）

A４　※A4以上は折った状態で納品

折込希望月の前月20日前後までに完了
※9月号へ折込希望の場合は、8月２2日（月）まで

事前に広告の内容を確認させていただきます。

発行部数

発 行 先

発 行 日

料 金

サ イ ズ

納 品 日

備 考

お問合わせ　豊田商工会議所総務企画部　TEL：0565－32－4568　E-mail：somu@toyota.or.jp

イベントなどに合わせて
お申し込みください。

通常のDMやポスティングに比べ、
安価なコストでPRが可能です。

１件当たりなんと9.5円！！（会員料金）

■広報誌『とよたcci.mail』詳細

■折込広告詳細

パソコンセミナーパソコンセミナー
定員：10名　主催：豊田商工会議所

汎用機のプログラマー・システムエンジニアを経験した後、平
成元年システムステーションを創業。Wo r d、E x c e l、
PowerPoint、ホームページビルダー、コンピュータ概論、
CAD、会計・給与・販売管理などの各種アプリケーションソフト
の教育・販売。各企業に赴き社内教育、セミナーを実施。

セミナー講師《パソコンセミナーのお申込み方法》
システムステーション　担当 ： 小林　〒471－0803 愛知県豊田市泉町2－7－11
ＴＥＬ 0565－80－3055　ＦＡＸ 0565－80－3071　Ｅ-ｍａｉｌ ｏｋｏ＠ｓｕｎ-ｉｎｅｔ.ｏｒ.ｊｐ
◆お申込み後、受講票をＦＡＸかE-mailにて送付します。
◆受講票に振込先を記載してありますので、受講前迄に手数料負担にて振込をお願いします。

小林 栄子氏 
（システムステーション）

※1 テキスト別売 「よくわかるホームページビルダー１５」  ＦＯＭ出版 ２,625円　　※2 テキスト別売 「よくわかる初心者のためのパソコン入門」  ＦＯＭ出版 1,050円
※3 テキスト別売 「やさしくわかるデジカメ写真整理＆活用入門」 技術評論社 945円

業務ソフトを除いて、各講座はテキスト別売。必要な方は講座と一緒にお申し込みください。

14：00

～

17：00

講座名 開講日 講座番号 時間 時間数 受講料内容

豊田商工会議所からのお知らせ

豊田商工会議所ＩＴルームでは１年を通してパソコンセミナーを実施しております。
各企業、事業所の社内教育・ＩＴスキルアップ・ＰＣ導入時の教育などのご利用をお待ちしております。

　８月１７日（水）から約１ヵ月間、松坂屋豊田店の一角で市内の
特産品を販売するチャレンジショップを開催、出店者を募集
いたします。
　これは、市内の特産品の生産者・製造者の方々が消費者
ニーズを把握するとともに新たな販路開拓の参考にして
いただくため、豊田市が本年度行う事業です。
　お申し込みをお待ちしております。

豊田の特産品展
出店者募集！
豊田の特産品展
出店者募集！

チャレンジショップの内容

cci.news

「休日パテントセミナー」
開催のご案内（参加無料）

８月受付開始の
検定試験情報
８月受付開始の
検定試験情報

試験日 平成23年10月5日（水）
申込受付期間 【インターネット】 8/9（火）～9/9（金）

【 窓　　 口 】 8/19（金）～9/9（金）

申込受付期間 【インターネット】 8/12（金）～9/15（木）
【 窓　　 口 】 8/22（月）～9/15（木）

※詳しい内容は当所HP検定試験情報をご参照ください。
　（http://www.toyota.or.jp/）

試験日 平成23年10月23日（日）

お問合せ 総務企画部 検定試験担当
TEL：0565－32－4569

第３９回 ２級販売士検定試験

第１９３回 珠算能力検定試験（１～３級）

建設業部会の皆様へ
豊田市長講演会開催の
ご案内

上郷支所にてプレゼン研修
「何が言いたいのか」とは
もう言わせない

日　時 平成23年8月19日（金）
15：00～16：00

場　所 豊田商工会議所
多目的ホール（２階）

参加申込

お申込及び
お問合せ

建設業部会　担当 岩瀬・中原・丹羽
ＴＥＬ：32－4593　FAX：32－1000

「参加事業名：８月１９日（金） 豊田市長
講演会」及び「事業所名・参加者氏名・
電話番号」をご記入の上、ＦＡＸにて
お申し込み下さい。

6h
6,000円
テキスト別売 ※1

ホームページの仕組み・ページ作成・デジカメ写真の
挿入・リンク・ロールオーバー・転送設定

スタイルシート・アニメーションロゴ・オリジナル素材の
作成・画像の補正＆加工・練習用オリジナルＨＰ作成

パソコンとは、ウィンドウの操作、文字の入力、イン
ターネット、メール作成、ファイルの管理、パソコン
トラブルの解消　

パソコンへの取り込み、修整、アップロード、アルバム、
合成、スライドショー、印刷、Windows Liveフォト
ギャラリー

6h
6,000円
テキスト別売 ※1

6h
6,000円
テキスト別売 ※2

6h
6,000円
テキスト別売 ※3

B-０8238月23日（火）
8月24日（水）

B-０8308月30日（火）
8月31日（水）

Ｏ-０９２１９月２１日（水）
９月２２日（木）

Ｄ-０９２８９月２８日（水）
９月２９日（木）

【ホームページ作成】
ホームページビルダー

【パソコン入門】
使用ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ７

【デジカメ写真】
整理＆活用入門

基
礎

応
用

　当所と愛知県、豊田市、日本弁理士会東海支部共催のセミ
ナーを、多目的ホール２０１・２０２で開催します。

まちづくり振興部　担当 鈴木　TEL：32－4595お問合せ

出店期間

広さ約１坪（無料）規　　模

特産品の生産者、製造者出店対象

松坂屋豊田店１Ｆ食品売場場　　所

平成２３年８月20日（土） 13：30～16：00開催日時

８月１７日（水）から約１ヵ月の間で水～土の４日間、
日～火の３日間を単位として出店希望をいただき
調整します。下記へ電話にてお申し込みください。

　日本政策金融公庫岡崎支店（旧国金）では、この度の東日本
大震災により、資金繰りの悪化等、支障をきたす恐れのある中小企業の
皆様を対象に「東日本大震災復興特別貸付」を創設しました。優遇
金利、資金繰り緩和措置など実施しており、より円滑に、スピーディに
きめ細やかな対応をさせて頂いております。是非ご相談を！

「東日本大震災復興
　特別貸付」のご案内
「東日本大震災復興
　特別貸付」のご案内

こくきんは中小企業のみなさまを積極的に応援します！

日本政策金融公庫・岡崎支店　担当 荒井
〒444－0043 岡崎市唐沢町１－４－２
TEL：０５６４－２４－１７１１

お問合せ

『マル経融資（経営改善貸付』 無担保・無保証人

融資限度額 ４，８００万円　　返済期間 ８年以内
設　　　備 15年以内　　　金　　利 １．６５％～（固定金利）

融資限度額 １，５００万円　　返済期間 ７年以内
設　　　備 10年以内　　　金　　利 １．８５％（固定金利）

『東日本震災復興貸付（震災セーフティネット関連）』

商工会議所の経営指導を受けている企業で商工会議所の推薦を
受けた方が利用出来ます。

毎週木曜日午後 豊田商工会議所定例相談日

第１回 知的財産権の概要
　～特許権、商標権を中心として～

平成２３年９月３日（土）   13：30～16：00開催日時

第２回 著作権とは何か
　～インターネット利用の注意点を中心に～

平成２３年９月17日（土） 13：30～16：00開催日時

愛知県産業労働部新産業課知的財産グループ
ＴＥＬ：０５２－９５４－６３５０

お問合せ

第３回 権利侵害の話 ～判例に学ぶ知的財産権～

※詳しい内容は愛知県ＨＰをご参照ください。
　（http://www.pref.aichi.jp/0000032117.html）

　去る22日、元TBSキャスターの
森みや子氏を講師に迎え、40名を
超える経営者やその後継者が集まり
ました。
　研修では、自社の商品やサービスを、
信頼感を持って正しく相手に伝える
方法やそのポイントなどについて学び
ました。さっそく自社で活かそうとする
意気込みが伝わる、良い緊張感のある
研修会でした。
　先行きの見えにくい現代を生き抜く
ために、当所としては今後もこの
ような研修会を企画し皆様のお役に
立てるよう尽力してまいります。 グループワーク風景

講師の森みや子氏
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