
本社／豊田市大成町1番地50 TEL0565 -21-6161㈹
http://www.toyota - kyoei.co.jp/

販売事業

建装設備事業

デザイン印刷事業

物流信書便事業

店舗管理事業・サービス

私たちだからこそ、
できることがあります。

自社エキスパートと幅広い
調達先の確保で、お客様の
あらゆるご要望に、ダイレクト
にお応えいたします。 桜町店 豊田市桜町

●ひな人形  五月人形  こいのぼり
●各種人形　●マタニティー用品
●ベビー＆チャイルドファッション
●トータル育児用品　●内祝
●シルバーカー

VITS  TOYOTA  TOWN
ヴィッツ　豊田　タウン

７００台収容、２４時間営業駐車場完備
駐車場定期契約者募集中

〒471-0025
豊田市西町５丁目５番地
TEL（０５６５）３１－２３１１
営業時間　１０：００～１９：3０

の 運転資格を
取ろう！

◇運転士免許取得
 移動式クレーン運転士（5ｔ以上）教習
 クレーン運転士（5ｔ以上）教習
◇技能講習
 玉掛・床上クレーン、フォークリフト
 小型移動式クレーン
 高所作業車・基礎機械
 車両系建設機械等
◇その他講習
 安全管理者選任時研修、アーク溶接、酸欠
 粉じん作業、低圧電気、職長教育、石綿
 衛生管理者受験準備講習等、チェーンソー

☆クレーン
☆フォークリフト
☆ショベル

愛知労働局長登録教習機関

建設業許可
農地転用許可
運送業許可

入国管理局手続き

入国管理局届出済申請取次行政書士
杉浦美紀行政書士事務所

メール minori210@yahoo.co.jp

〒471－0864
豊田市広路町2-20 ギャラリー248 2A

TEL （0565） 41－4606
FAX （0565） 41－4607

http://www011.upp.so-net.ne.jp/mikioffice/

グランドボウルは
最適です！最適です！

バスにて無料送迎！バンパーレーン完備

その他のセットもご用意しております

ボウリング2G・貸靴

お菓子詰め合わせ
オレンジジュース

岡崎グランドボウル
0564－22－5522

URL：http://www.grandbowl.jp
岡崎市日名北町1－1

愛環・北岡崎駅
下車スグ

ご予約 TEL

お菓子セット
1,700円より

お子様料金です

ボウリング2G・貸靴

ハンバーガー・ポテトM
オレンジジュース

ロッテリアセット
1,800円より

お子様料金です

ボウリング2G・貸靴

おにぎり弁当・お茶
or 助六寿司・お茶

どんぐり寿司セット
1,800円より

お子様料金です

各　種
イベントに
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税務相談
記帳方法・税額計算・消費税の仕組み等相談に応じます。

記入事項：事業所名、受講者名、年齢、電話、ＦＡＸ、
　　　　　講座名、講座番号、相談内容

FAX申込み　FAX 0565－32－1000
①電話で空き状況をご確認下さい。
　（電話 0565－32－4569 総務企画部）
②下記の事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申込下さい。

《ＩＴ相談のお申込み方法》

《専門相談のお申込み方法》

※お申込み後、受講票をＦＡＸ(E-mail)にてお送り致します。

「中小企業を元気にする」を
テーマに中小企業のＩＴ化を
支援し、経営課題を解決す
るお手伝いをさせていただい
ております。パソコンの操作
方法からＩＴシステムの導入
までＩＴに関することなら何で
もお気軽にご相談下さい。
http://www.it-innovation.jp

ＩＴコーディネータ
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
秋山 剛氏 

（株式会社ＩＴイノベーション）

ＩＴ相談員

税

・本　　所　32-4593　・上郷支所　21-0019
・高岡支所　52-3047　・猿投支所　45-1212　・松平支所　58-0025

（日時：特定日 13：30～17：00）

こくきん定例相談
最高1億2千万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。

国

信用保証相談
新規創業資金や現在事業を営んでいる方で運転・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。

（日時：毎月第2水曜日 13：30～16：00）
（場所：本所）

（日時：毎週木曜日 13：30～15：00）
（場所：本所）

信

IT相談
■ＩＴ導入・ＩＴ活用・ＩＴ人材育成ホームページ作成・
　パッケージ選定
■ソフトの操作方法（Word、Excel、PowerPoint、Access）
■インターネット
■パソコントラブル など1時間（定員5名）

（日時：特定日 14：00～17：00）

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に応じます。

法

EA21環境経営相談
環境経営システム「エコアクション21」とは？認証・登録のメリット、導入ま
でに何をすればよいかEA21の審査人が相談に応じます。

下請取引相談
下請に仕事を発注したい方、または受注したい方の相談に応じます。

IT

開講場所 開講日
本　所 5月17日（火）

開講日 4月13日（水）、5月11日（水）

開講日 4月18日（月）、5月16日（月）
開講日 4月7日（木）、14日（木）、21日（木）、28日（木）

5月12日（木）、19日（木）、26日（木）

開講場所 開講日〔口座番号〕
本　所 ４月１９日（火）〔Ｓ-０４１９〕・５月１７日（火）〔Ｓ-０５１７〕

（日時：随時　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：随時　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：随時　場所：本所）

（日時：随時　場所：本所）

販売促進相談
あなたの店の集客・売上アップのためのPOP・DM・イベント等出張して相
談に応じます。

（日時：随時　場所：本所）

※予約制ですので、事前に開催場所まで窓口又は電話でお申込下さい。※随時相談はお申込後2週間以内の開催を原則。※予約制ですので、事前に開催場所まで窓口又は電話でお申込下さい。※随時相談はお申込後2週間以内の開催を原則。要予約

（日時：毎月第3月曜日 13：30～17：00）
（場所：本所）

相談は
 無料よ♪

○○で困った

そんな時は
商工会議所で

相談
どうだん？
相談
どうだん？


