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お客様目線のプロ発想で
ビジネスをサポート。
●販売事業  
●建装設備事業 
●クロスメディアデザイン事業  
●物流信書便事業 
●店舗管理・サービス事業

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

2018.08.18 (Sat.)

2F

12,000

DINNER 
SHOW

18:00-
19:00-

当所会員事業所の皆さまへ無料（自由席）観戦チケットを差し上げます。
ご家族と一緒に応援しに豊田スタジアムへお出掛けください。詳細は折込チラシをご覧ください。

■ お問い合わせ  主催 : 豊田市役所 商業観光課 TEL 0565-34-6642

❶ 松坂屋 / 2階入口横
❷ T-FACE / 2階入口横
❸ GAZA / 2階セントラルコート
❹ メグリア・セントレ/ 1階入口横
❺ 参合館/ 2階入口付近
❻ 図書館 / 3階エレベーター前
❼ コモ・スクエア / コモ・スクエアイベント広場❽ ホテルトヨタキャッスル / 1階入口付近

期間中に撮影したポスターの写真と、お買い物時に配布された参加券を抽選会場にてご提示ください。

❾ VITS / 1階掲示板
10 KiTARA / 1階イオンシネマ告知看板横11 イオンシネマ / 5階ロビー告知看板横
12 くらし発見館 / 入口付近
13 とよた科学体験館 / B1階柱
14 名鉄トヨタホテル / 1階入口付近
15 若宮駐車場 / 1階精算機横

★抽選について★

まちなかサポーター店に
ついてはこちら

※参加券の配布は「まちなかサポーター店」でのお買い物に限ります。

まちなかに15ヶ所あるグランパス選手のポスターをスマホなどで撮影しよう!さらにまちなかでお買い物をするとグランパスオリジナルグッズ等が当たるチャンス!
5ヶ所撮影 サポーター店でお買い物で

or

▶ オリジナルミサンガ GET!

A
コース 800

名様

先着

15ヶ所撮影 サポーター店でお買い物で
+

▶ オリジナルミサンガ GET!
試合使用球・選手サイン入り非売品グッズ・8/26浦和レッズ戦観戦チケット等が当たる抽選にチャレンジ!　

B
コース

1,000
名様

先着

さらに!

鹿島サポーターの方に！豊田の名産品当たる！

3ヶ所撮影 サポーター店でお買い物で
+

▶ オリジナルミサンガ＋豊田の名産品 GET! 200
名様

先着

まちなかに3ヶ所ある豊田の観光ポスターをスマホなどで撮影しよう!さらにまちなかでお買い物をすると豊田の名産品がもれなく当たる!

グランパス
オリジナルグッズが当たる!

めぐりんラリーポイント
❶ n6(エヌロク) / 店頭
❷ ペデストリアンデッキ / 

❸ レストえきまえ / 店頭

ダイコック店頭

2018.8.6 8.11MON
SAT

まち
なかで

歩いて・撮
って・お買い物して、ウキウキ6DAYS!!
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※ポスターイメージ

❶松坂屋

❾VITS

❷T-FACE
❸GAZA

❺参合館

❻図書館

n6(エヌロク)

レストえきまえ 
12くらし発見館

❽トヨタキャッスル

15若宮駐車場

❼コモ・スクエア

❹メグリア

11イオンシネマ

13とよた科学体験館

名鉄・
豊田市駅

愛環・
新豊田駅

155

153
10KiTARA

14名鉄トヨタホテル

ペデストリアンデッキ

抽選会場は
こちら
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RALLY POINT

8.11 18:00 KICK OFF!

[

土
・
祝] 豊田スタジアム VS

名古屋グランパス  鹿島アントラーズ

みんなでグランパスを応援しよう!
任命書の授与・たすきを引継ぎ、第5期とよた
PR大使として任命されました。

東京で行われた完成披露試写会にて、太田市長と一緒
に主演の小林稔侍さんに花束をお渡ししました。

オープニングでの司会やアテンドをはじめ、ステージPR、ブースでのお手伝いを
行いました。多くの方とお話しするなかで、私たちが知らなかったとよたの魅力も
発見することができました。

豊田市では「WE　LOVE　とよた」「地産地消でとよたを元気に！」を合言葉に「とよた元気
プロジェクト」という取り組みが行われています。魅力あふれる豊田市を全国に向け発信する
ため5年前に「とよたPR大使」が誕生しました。昨年８月より私たち３人が、第５期とよたPR
大使として活動しています。

第５期 とよたPR大使 活動報告
とよた元気プロジェクト

当所は名古屋グランパスを応援しています

豊田・名古屋・みよしをホームとする名古屋グランパスを応援する企画として、８月１１日（土・祝）に豊田スタ
ジアムで行われる鹿島アントラーズ戦に合わせて「2018　summer　とよたグラフェス」が開催されます。
ぜひ参加して、ご家族やご友人とお楽しみください。

2018 summer とよたグラフェス 開催2018 summer とよたグラフェス 開催

日　時

９月１日に開催されるジャパンラグビートップリーグ開幕戦に合わせて、豊田市駅前で
「STREET&PARK　MARKET」が開催されます。豊田市駅前が“丁寧にモノをつくるヒトと
丁寧に暮らすヒトが出会う場所”に様変わり！
ぜひ、この機会に足を運んで“一味違う新しいとよた”を感じてみてはいかがでしょうか。

豊田市駅前がマルシェ広場に！？

2018年9月1日（土） 11：00～17：00
場　所 豊田市駅前通りおよび参合館前広場

時　間 16：30～　ヤマハ発動機ジュビロ VS コカ・コーラレッドスパークス
19：00～　トヨタ自動車ヴェルブリッツ VS サントリーサンゴリアス

場　所 豊田スタジアム

日にち 2018年9月1日（土）

スマホやカメラをもって
まちなかへ
サポーター店で

お買い物してみません
か？

まちなか１５か所に名古屋グランパス選手のポスターが
掲示されています。ポスターをスマホやカメラで撮影するか、
サポーター店でのお買い物でステキな賞品をプレゼント。

とよたまちなかグランプラリー

プレゼント
■５か所にて撮影 or サポーター店１店舗でお買い物
　→ オリジナルミサンガ（先着800名）をプレゼント
■１５か所にて撮影に加え、サポーター店１店でお買い物
　→ オリジナルミサンガ + 豪華賞品の当たる抽選券（先着1,000名）をプレゼント
抽選場所
■豊田スタジアム西イベント広場 総合案内（14：00～18：00）

とよたの特産品が当たる鹿島
アントラーズサポーターさま
向けのまちなか回遊＆買い物
ラリーを同時開催！

まちなかグランプラリーと同時開催！
とよたまちなかめぐりんラリー

検 索とよたまちなかWEB

STREET&PARK MARKET 豊田市駅前開催 毎月第３土曜日に
桜城址公園で開催中！

地元トヨタ自動車ヴェルブリッツの試合も！ みんなで応援しましょう！
ジャパンラグビートップリーグ（開幕戦）

詳細は

2018.8.6 　＞ 8.11M
O
N

S
A
T

お問合せ とよた元気プロジェクト実行委員会事務局（当所まちづくり振興部内） 森奥・嶋村 TEL：0565ｰ32ｰ4595

第５期 とよたPR大使
 任命式

とよた産業フェスタ
２０１７

観光PRキャラ
バン

ラグビーフェ
スタ

映画「星めぐりの町」披
露試写会

私たちの活動を
皆さまにご紹介します！

酒井 あすみさん
さか　い

酒井 あすみさん酒井 あすみさん酒井 あすみさん
さか　いさか　いさか　い ゆ　きすず　き

鈴木 夕葵さん
ゆ　きゆ　きゆ　きすず　きすず　きすず　き

鈴木 夕葵さん鈴木 夕葵さん鈴木 夕葵さん
とみ　かわ しず　か

富川 静香さん
とみ　かわとみ　かわとみ　かわ しず　かしず　かしず　か

富川 静香さん富川 静香さん富川 静香さん

これから
も応援よろしくお願いします！

８月２７日
には第６期とよたPR大使が任命されます。
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pick up!
今月の

まちなか回覧板


