
ご 来 店 特 典
ホテルトヨタキャッスル宿泊優待

総務部 0565－32－4569
（受付時間 9：00～17：00）お問合せ

割 引 本所・各支所にて 販 売本所・各支所にて 販 売

宿泊３０％割引券 ※１枚につき１室（３泊）まで

【予約先】 ホテルトヨタキャッスル　ＴＥＬ：0565－31－2211

受付で「会報を見た」とお伝えください。 ※12歳以下の方、60歳以上の方は現地にて
お求めいただくほうが割安

コロナワールド映画特別鑑賞券
大人通常1,800円を1,300円
小人通常1,000円を 800円で販売
※3D上映作品は、別途１枚につき差額400円を映画館窓口にてお支払い
いただくことで利用可能　※有効期限平成30年9月30日まで

豊田市温浴施設じゅわじゅわ
入場券
通常700円を600円で販売

とよたcci会員のうれしいご優待！

フォレスタヒルズ ※他の割引との併用不可
※1枚につき4名様まで利用可

【レストラン】 レストランフォンターナ・和処 花乃里
【予約先】 ＴＥＬ：0565－58－3500　http://www.forestahills.jp

食事10％割引

豊田プレステージホテル ※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

【予約先】 ＴＥＬ：0565－34－5555　http://www.prestige-hotel.com

猿投温泉金泉閣

【予約先】 ＴＥＬ：0565－45－6111　http://www.sanageonsen.jp

宿泊10％割引

プリペイドカード新規ご購入時に50球追加
（2,200円 or 5,200円スマイルカードは除く）

トヨタセントラルゴルフ

ＴＥＬ：0565－58－2900

ハウスクリーニング１０％OFF

有限会社真栄コーポレーション
アイクリーナー

ＴＥＬ：0120－85－1907

カラーリングリタッチ料金
通常3,758円→3,218円

かみいろ美人

ＴＥＬ：0565－42－4266

対象店舗で使える！ 共通クーポン
左記共通クーポンを切り取ってご利用いただけます　※お会計前にご提示ください

〈岩風呂入泉料〉 大人通常1,500円を1,200円　小人通常1,000円を700円
〈ホテル金泉閣〉 1泊2食、昼食、夕食の基本料金より10％割引

プラザホテル豊田

【予約先】 ＴＥＬ：0565－29－1811　http://www.plaza85.co.jp

※基本料金より10％割引
※チェックイン時にご提示ください
※カプセルホテルを除く
※他の割引との併用不可
※ランチタイムは除く

〈メンズサウナプラザ〉

オリジナルプリントショップアンジュクール
オリジナルウェア各種・タオル・名刺などプリント料金２０％OFF

通常2,300円を1,500円
〈プラザホテル豊田〉

〈げんき食堂 WAKU家〉

宿泊10％割引
飲食10％割引

ＴＥＬ：0565－76－7075
※無地アイテムなど一部商品除く

背中くびれリンパトリートメント（40分）
7,020円→5,000円

shyna シエナ

ＴＥＬ：090－1234－0703

※毎月先着10名さま限定
　（完全予約制）

※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おりません

正解者の中から15名様に『猿投温泉 日帰り入浴平日無料券』をプレゼントします。正解者の中から15名様に『猿投温泉 日帰り入浴平日無料券』をプレゼントします。
〒471ｰ8506 豊田市小坂本町1ｰ25　豊田商工会議所 総務部 宛　E-mail：somu@toyota.or.jp

ハガキ、またはメールに　①クイズの解答　②気になったページの感想　③氏名　④郵便番号・住所
⑤事業所名を明記し、下記までご応募ください。

応募方法

7月25日（水）到着分まで ※当選者の発表は、景品の発送をもってかえさせていただきます。
※ご応募された方の個人情報は、当選者の選定・発送以外は使用いたしません。

応募締切
応　募　先

A B C D E

タテとヨコの問題を解いて、白い□を埋めてください。
※注意点
●□に入るのはカタカナ１文字です
●「ァ・ィ・ゥ・ェ・ォ・ャ・ュ・ョ・ッ」などの小さい字
　（促音・拗音）は、大文字の「ア」や「ツ」として１文字と
します（例：「ショック」→「シヨツク」）
●濁音や半濁音は１文字として数えます
●A～Fに入れた文字を並べると、ある言葉が完成します

専門家の力を借りたい時、サッと手配します

無料 の専 門 相 談 要予約

ルール

. 「曲玉」とも書く古代の装身具

. 古い家電に○○がきたので買い替える

. 白星の数が黒星の数を上回ること

. 回転する翼で飛行する乗り物

. コメが実る植物

. 「カンボジア」がなまって名が付いた野菜

. 大正○○○、男の○○○、○○○主義

. 何か食べたい、○○がペコペコ
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. 手塚治虫や赤塚不二夫が有名

. 「入ってはいけません」＝○○○○禁止

. イーグルはワシ、ホークスは？

. まだまだ幼いニャン

. 夢か、はたまたコレかしら

. 韓国の民族服で、チョゴリとセットで着用

. 民話「鶴の恩返し」で鶴がしたのは○○織り

. 賭け事が大好きな人
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クロスワードパズル

先月号の答：タージマハル

税務相談

日　時 特定日 13：30～17：00
場　所 本所・各支所

記帳方法・税額計算・消費税の仕組み等相談に応じます。

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。

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に応じます。

金融公庫相談
日本政策金融公庫相談員が行う最高1億2千万円までの
事業資金相談。新規開業者の方もご相談に応じます。

IT相談
ホームページ作成やソフトの操作方法（Word、Excel、
PowerPoint、Access）、IT活用、パソコントラブルなどIT
に関するさまざまな相談に応じます。

自社株まわり相談
自社の株式に関するご相談に、名古屋中小企業投資育成
株式会社の職員が応じます。

日　時 毎月第2火曜日 13：30～16：00
場　所 本所

日　時 毎週木曜日 13：30～15：00
場　所 本所

日　時 毎月第3月曜日 13：30～17：00
場　所 本所

日　時 毎月第2水曜日 13：30～16：00
場　所 本所

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、契約書の作成等について相談に応じます。

日　時 毎月第3水曜日 13：30～16：30
場　所 本所

日　時 7/17（火）、8/21（火） 14：00～17：00
場　所 本所 定　員 3名
ＩＴ相談員 株式会社ＩＴイノベーション

ＩＴコーディネーター 秋山 剛氏 福田 明弘氏

記入事項 事業所名、受講者名、年齢、TEL、ＦＡＸ、
講座名、開講日、相談内容

《お問合せ・お申込み》
総務部 TEL：0565－32－4569　FAX：0565－32－1000
下記の事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。

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。
日 時 平日 13：30～16：30 場 所 本所

販売促進相談
集客・売上アップのためPOP・DM・イベントの相談に応じます。
日 時 平日 13：30～17：00 場 所 本所

発明特許相談
アイデア・デザイン・意匠登録・商標・サービスマーク等相談に応じます。
日 時 平日 13：30～17：00 場 所 本所

労務相談
賃金・社会保険・就業規則・時短対策等相談に応じます。
日 時 平日 13：30～17：00 場 所 本所

（受付時間 8：30～17：30）《お問合せ・お申込み》
●本　　所　0565－32－4593
●上郷支所　0565－21－0019
●高岡支所　0565－52－3047
●猿投支所　0565－45－1212
●松平支所　0565－58－0025

相談日の前営業日午前中までに上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。
※随時相談はお申し込み後2週間以内の開催を原則。

タテのカギ

ヨコのカギ

商工会議所他 月7行事予定
6月20日～8月3日（金） 「IT導入補助金」2次公募受付期間
1日（日） ビジネス実務法務検定

7日（土） 猿投おいでん夏まつり・おいでんまつり松平・
稲武おいでんまつり2018

7日（土） おかみさん会 七夕祭り
8日（日） 福祉住環境コーディネーター検定
14日（土） リテールマーケティング（販売士）検定

大林納涼祭“ほ～い、おいでん大林2018”・ふじおかおいでん夏まつり・
豊田スタおいでん夏まつり2018・まちなかおいでんwithJA

14日（土）

15日（日） おいでんあさひ風鈴まつり
21日（土） STREET＆PARK MARKET（桜城址公園）
22日（日） 環境社会（eco）検定 27日（金） おいでん前夜祭
28日（土） おいでんファイナル

13日（金）～ 恐竜ワールドフェスティバル 14日（土）～ MUSEUM MARKET

29日（日） おいでんまつり花火大会

詳しい
答えは
P.12へ

IT補助金の
ご相談はこちら

働き方改革のご相談はこちら
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●お一人さま1回1枚限り有効
●他券との併用不可
●有効期限 2018年8月10日まで

豊田商工会議所会報
2018.7月号

共通クーポン コピー可
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Present 相談所より


