
　豊田市の基幹である自動車産業が大きな構造改革に動き出すなか、豊田創生の原動力は経済の重要な担い手
である中小企業・小規模事業者の発展であると考えます。そこで今年度も雇用と経済を支える中小企業・小規模事
業者の支援を最優先に掲げ、諸事業を展開してまいります。特に本年度は消費税対策、税制改正を踏まえた事業
承継支援の強化、働き方改革への対応を、行政や金融機関などと連携しながら進めていきたいと考えております。
　当地域の持続的発展に欠くことのできない「ものづくり」産業の振興においては「100年に一度」の大変革期を迎
える自動車産業に関して、とよたイノベーションセンターの更なる活用や豊田ものづくりブランド制度、ビジネスフェアな
どビジネスチャンス拡大への支援に取り組んでまいります。
　また、都市間競争が迫られる中で、豊田市の魅力向上は居住人口や交流人口の拡大につなげる重要なテーマで
す。42万都市豊田市の都心にふさわしい魅力づくりに向けて、中心市街地のにぎわい再生としての第３期中心市街
地活性化基本計画事業の推進支援、商業振興策の推進をはじめ、今秋のRWC2019開催に伴うインバウンド環境
整備への支援など当市の魅力を一層高める観光振興を進めてまいります。
　本年もスローガンのもと、6つの重点実施事項をはじめ、諸事業を通じて会員事業者及び地域から信頼される会
議所づくりに邁進いたします。
　2019年4 月

年度スローガン  『行動する豊田商工会議所』 ～豊田の創生に向けて～
2019年度 豊田商工会議所 事業計画 概

要
版

豊田商工会議所  会頭 三宅英臣

　（1）国・県・市の実施する支援施策の周知と活用支援
　　　①経営革新計画、先端設備導入計画、経営力向上計画等の策定支援
　　　②あいち事業承継ネットワーク等との連携による事業承継支援の取り組み強化
　　　③小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金等の申請支援
　（2）「創業サポートセンター」を核に創業支援を積極的に推進
　（3）消費税軽減税率と消費税率引上げに伴う円滑な制度導入支援
　（4）エコアクション21認証取得企業の拡大
★（5）「（仮）建設業経営研究会」の実施（市産業部と共同実施）
　（6）GREEN-EDIの普及促進

【創業支援件数：80件/年】

【10件/年】
【月一回開催】

≪ 重点実施事項 ≫

中小企業・小規模事業者の経営力強化並びに持続的発展に向けた支援策の推進
（中小企業相談所）1.

●厳しい経営環境下におかれている中小企業・小規模事業者に対し、事業の継続と持続的発展を
　目指しニーズ調査を基にした伴走支援を積極的に展開する。　　　　　【1,800件/年】

事業の概要

　（1）「ものづくり」産業の振興
　　　①市博物館構想（豊田東高跡地）の早期実現。空きスペースを活用したものづくり関連の展示を含む施設の有効活用の推進。
　　　②長期的視点に立ったものづくり関連機関を集約した総合施設の推進
　　　③「豊田ものづくりブランド」制度の積極的な展開
　　　④第11回「とよたビジネスフェア」の開催（2020年3月12日（木）・13日（金）予定）
　（2）新産業・新分野への積極的進出の支援
　　　①産業型農業の推進
　　　　・農商工連携の可能性を探るための市等と連携した調査・研究の継続
　　　②企業の農業参入促進に向けた規制緩和・支援制度の導入に向けた先進事例調査
　（3）イノベーションセンター（SENTAN）の更なる活用
　　　①ものづくり人材育成、イノベーション創出の促進
　　　②中小・小規模事業者を中心にした各種補助金、事業承継セミナー等開催

豊田市の持続的発展につながる産業振興策の推進 （ものづくり振興部）2.

●自動車産業の構造変化に対応すべく、中小・小規模事業者の支援と人材育成のさらなる推進。

事業の概要

★新規事業

　（1）第３期中心市街地活性化基本計画事業の推進支援
　　　①KiTARAシネコンの活用施策の支援
　　★②一般社団法人TCCMが展開する公共空間活用促進の支援
　　　　（駅前広場整備後の活用について検討）
　　★③空き店舗活用事業者支援（物件紹介、施策案内・活用等）
　　　④「都心環境計画」への意見提案
　（2）ラグビーワールドカップ開催へ向けた、盛り上げ事業への支援
　　★①停車場線活用に向けた実証実験への支援
　（3）商業振興策の推進
　　　①小規模事業者が直面する課題（事業主の高齢化・後継者育成）を踏まえ、新・商業活性化プランの活用と振興策の展開
　　★②キャッシュレス化促進に向けた支援（セミナー開催等）

【2019年4月～】

【2019年4月～】

【～2020年3月末】

中心市街地のにぎわい再生と商業振興 （まちづくり振興部）3.

●ラグビーワールドカップ開催に向け、名鉄豊田市駅周辺・公共空間の活用支援、第3期中心市街地活性化基本計画に基づくにぎわい事業の
　さらなる推進。（一社）TCCMとの連携によるまちなかのにぎわい・おもてなし事業の展開

事業の概要

★（1）Wi-Fi等の環境整備・キャッシュレス化への支援
　　　（ToyotaCity_Free_Wi-Fi設置の促進等）　　【～2020年3月末】

観光振興による交流人口拡大 （まちづくり振興部）4.

　（1） 「WE LOVE とよたマルシェ」事業のさらなる推進
　（2） 「とよたPR大使」による豊田市の魅力発信活動の積極展開　 【～2020年3月末】

「とよた元気プロジェクト」の積極的推進による
豊田市の活性化推進 （まちづくり振興部）5.

●「地産地消」、「消費拡大」、「とよたの魅力発信」のさらなる推進のための積極的な事業展開

事業の概要

●ラグビーワールドカップ開催を契機としたインバウンドの拡大。

事業の概要

　（1）豊田市2020年度予算編成に対する要望 
　（2）幹線道路整備促進に対する要望（国・県）
　（3）「名古屋鉄道三河線整備促進期成同盟会」としての要望活動（名古屋鉄道・県）

会議所のプレゼンスを増大させる「要望活動」「経済施策」の拡充 （総務部）6.

●会員・地域の声を行政・関係機関の施策に反映させる要望活動の実施

　（1）任期満了に伴う役員・議員の改選
　（2）「とよた産業フェスタ2019」の開催　2019年８月24日㈯・25日㈰予定
　　　・「ラグビーワールドカップ2019TM」開催の盛り上げならびに豊田市産業の魅力発信
　（3）商工会議所活動を広く深く浸透させることを目的に、
　　　一般メディアとの連携を含めたPR・広報活動の強化
　（4）豊田商工会議所の経営基盤強化
　　★・業務改善事項の検討ならびに事業・業務への反映
　　★・日本商工会議所委員会・専門委員会への積極的な参加及び意見具申

●その他

事業の概要

【要望日：2019年9月】
【要望日：2019年8月・10月】

特集
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ひら はら いさむ

お問合せ

豊田商工会議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　TEL：0565ｰ32ｰ4593豊田商工会議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　TEL：0565ｰ32ｰ4593

出張カーメンテナンスサービス

KIKS（キクス）
細かな気遣いが嬉しいヘアサロン

cherir HAIR DESIGN            

【住所】 豊田市野見山町2ｰ32ｰ162
【営業時間】 10：00～19：00　【定休日】 不定休
【TEL】 080ｰ6905ｰ1627
【E-mail】 kiks1101＠yahoo.co.jp

創業のきっかけは？Q
A

車のタイヤ交換やオイル交換などをお客さまのところへ出向い
て行います。ご指定をいただいた場所に伺い、その場で作業し
ますので手間を取らせません。出張費は無料です！その他板金
や車検代行、コーティングなどもご相談ください。作業によって
はお車をお預かりする場合もございますが、代車をご用意して
おりますので安心してご利用ください。

仕事内容は？Q
A

事業を大きくすることより
も、自分の目がしっかり行き
届くサービスを心がけてい
きたいです。特定のお客さ
まを特別扱いするのでな
く、全てのお客さまを特別
扱いする気持ちを忘れず
にやっていきたいです。

今後の目標は？Q
A

昔から車やバイクをいじるのが大好きでした。大好きなことを
仕事にしたく、またカーメンテナンスの出張サービスは喜ばれ
るのではないかと思い、この仕事を始めました。

【住所】 豊田市三軒町8ｰ17ｰ2
【営業時間】 9：30～19：30
【定休日】 毎週月曜日　【TEL】 0565ｰ98ｰ0829

創業のきっかけは？Q
A

シャンプーやカラー剤はオーガニック
にこだわり、肌に優しいものを使ってい
ます。またシャンプー専用の個室を作り
リラックスできる空間をご用意していま
す。お子さんのいる方もキッズスペー
ス併設のお部屋を完備していますの
で、安心してご利用いただけます。

仕事内容は？Q
A

オープンしてまだ2か月ですが、ゆくゆ
くは2店舗、3店舗とお店を増やせてい
けるように頑張ります！

今後の目標は？Q
A

シャンプー専用個室は
防音仕様で

心地よい空間を演出

ヘアカットコンテストで
数々の受賞経験もある

オーナーの平原 勇さま にしぞの  ゆう  た  ろう

代表の西園 祐太郎さま

子供の頃にTVドラマで見た美容師に
憧れてこの世界に飛び込みました。あ
れから17年経ち、念願叶って自分の店
を持つことが出来ました。

新規
創業

　タイ料理の醍醐味であるといわれる「辛い・
甘い・酸っぱい」の3拍子を味わえるのが小坂本
町にあるタイ料理専門店「ミネマツヤ」。ご夫婦
で始めて4月で5年を迎えるにあたり2月にリ
ニューアルオープン。平日限定でランチもスター
トしました。
　店主の峰松さんは以前バックパッカーでアジ
アを周遊していた時に出会ったタイ料理の美味
しさに衝撃を受け、日本に帰国後飲食店で働き
ながらタイ料理を独学で学ばれたそうです。でき
るだけ豊田市内で作られた野菜を使うようにこ
だわり、最近人気のパクチーも市内の農園で作
られた優しい味わいのものを使用。現地の調味
料を使い採れたての旬な食材と合わせてオリジ
ナルの料理を作っています。
　「タイ料理と聞くと辛いものしかないと思い敬遠

してしまったり、食べず嫌いな方が多いのが残念。
食べやすいようにアレンジしてあるので一度食
べに来てもらえたら嬉しい」と話す峰松さん。
スパイスも多く使われており、健康にも良いと近
年海外では特に注目されています。
　また、当店では化学肥料や農薬を使用しない
で栽培されたぶどうをなるべく人の手を加えず
に醸造して作る“ナチュラルワイン”を扱ってお
り、きたる4月14日（日）に旧豊田東高校で開催
される「豊田Vin博2019」（豊田市最大級のナ
チュラルワインのお祭り）にも参加されます。タイ
料理は人によって色んな味覚を感じるそうで、料
理に合うワインをチョイスするのも楽しみの一つ
かもしれませんね。新しくなったミネマツヤで辛
いだけじゃないタイ料理に出会ったら、くせにな
ること間違いなしです。　　　　　　（文責 M・Y）

タイ料理とナチュラルワインのお店
Minematsuya（ミネマツヤ）

【住所】豊田市小坂本町1ｰ17　【TEL】0565ｰ37ｰ8633
【営業時間】12：00～15：00（ランチ平日のみ） 18：00～23：00　【定休日】不定休（インスタグラムに記載）
【インスタグラム】minematsuya　【Facebook】AjianWuTaiMinematsuWu

企業関連
情報

Minematsuya（ミネマツヤ）

会員事業所紹介

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の申請に関するご相談や
応募申請様式の記述に関するご相談は「とよたイノベーションセンター」を
ご活用ください！
〒471ｰ0023 豊田市挙母町2ｰ1ｰ1 ものづくり創造拠点2階
とよたイノベーションセンター　TEL：0565ｰ47ｰ1240

ものづくり補助金情報
平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業」

生産性向上に資する革新的サービス・試作品開発・生産性プロセスの改善に必要な設備投資等の一部を
補助します。

下記のいずれかを満たすと、補助率を2/3にすることができます

①先端設備導入計画を新たに申請し、認定を取得すること
②一定割合以上の目標を定めた経営革新計画を申請し承認を受けること
※いずれも2018年12月21日の閣議決定後に申請し、承認を受けたものに限る

新豊田駅西
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Minematsuya
（ミネマツヤ）

シェリール
ヘアデザイン（　　　）

「会報を見たよ！」で
お会計から平日20％OFF、土日祝10％OFF

会報限定
クーポン

機械設置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費

火～金 10：00～16：00受　付

Point!

提出書類、公募要項等は「愛知県中小企業団体中央会」にて検索、
確認ください

http://www.aiweb.or.jp/topics/monodukurihojo_h31.html
※補助金には審査があります。審査によっては採択されない場合もございます。

検索先URL

受付開始

公 募 期 間

対象となる事業

2019年2月18日（月）
締め切り 2019年5月8日（水） 消印有効

補助上限額 （補助下限額）　1,000万円 （100万円）
補助率 1/2

1 一般型

機械設置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、
クラウド利用費、原材料費、外注加工費 など
補助上限額 （補助下限額）　500万円 （100万円）
補助率 小規模事業者 2/3　その他  1/2

2 小規模型

4月14日開催の自然葡萄酒博覧会
「豊田VIN博2019」前売り券

これまでと違うミネマツヤで、
お待ちしてます

電話一本でご自宅・会社
どこでもお伺いします！
お気軽にご連絡ください
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複眼の フロントライン・ソリューション

キョウエイは各分野のプロが繋がって、
三つの視点で現場のお困り事を解消します。

現場の
お困り事

ベスト
ファシリティ
(マネジメント)

ものづくり
マーチャンダイジング
ロジスティックス
(サポート)

オフィス
ファクトリー
(サポート)

クロスメディア
デザイン
(サポート)

ベスト
プロダクツ
(プランニング
＆サプライ)

ベスト
コミュニケーション
(プランニング)

http://www.toyota-kyoei.co.jp

0565-80-3732

お問い合わせ
ください

〒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

こどもの日スペシャル
奇跡の目撃者になる！

5/5(日)

コース料理＆
フリードリンク 予約制

小学生の方はMASAKI特製マジックグッツ付

2F宴会場

大人：￥12,000
小学生：￥6,000

表示価格はサービス料・税金を含みます。　　

LUNCH 12:00- 
SHOW 13:00-

創業にかかる補助制度の創設
商業創業支援資金にかかる信用保証
料に対する高補助率の補助制度を継続
支援していく。
【予算】信用保証料補助金：370万円

防災・減災に向けた取組みの促進
BCPの策定支援を実施し、耐震診断や改修費への補助制度を周知していく。
【予算】企業防災推進費：100万円
　　　民間非木造建築物耐震化補助金：1,200万円

交流人口の拡大に向けた観光の振興
外国人観光客の快適な滞在のために無料公衆無線LAN（Wi-Fi）の整備・活
用を進めるとともに、観光案内看板など多言語化していく。
【予算】観光地魅力向上推進費：800万円
　　　観光プロモーション推進費：400万円

交通事故防止への取組みの推進
歩行者保護モデルカー活動について、委託事業所の拡大や市民向けステッ
カーの配布などを通じ、市民への拡大を図る。
【予算】交通安全市民会議負担金：1,500万円
　　　事故防止対策費：1億7,000万円

■予算規模

■市税収入 （年度比較）

（年度）（出典：豊田市）
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リーマン・ショック

2018年度
1,803億円 ＋40億円

2019年度
1,843億円

■主な要望とその回答　※反映された要望等から厳選して紹介

当所団体の様子をお知らせ！ 各々、活発に活動しています 2019年度市役所予算と当所要望事項の反映について

2019年度 豊田商工会議所事務局 組織体制

豊田信用金庫、OKB大垣共立銀行、株式会社Origami共催
のもとキャッシュレス決済のセミナーを開催。定員を超える６
５名の参加があり、関心の高さがうかがえました。参加者アン
ケートの結果では、約３割の事業所がキャッシュレス決済（ク
レジットカード含）に対応しておらず、決済手数料がかかる
事、今後の普及が不透明である事が導入に至らない理由と
して挙げられていました。またPOSレジ対応への改修費用
補助があると導入しやすいとの意見もありました。今後とも
鮮度の高い情報提供ができるよう商業部会として努めます。

基本計画の変更やRWC2019開催期間中の周辺施策、（一社）TCCM
の事業報告等、各議事が承認され、本年度事業の締めくくりとなりまし
た。委員である各地域の区長から、RWC2019開催期間中の地域とし
ての協力方法について積極的な意見があり、委員全員で盛り上げムード
漂う会議となりました。

第３４回豊田市中心市街地
活性化協議会 全体会3月5日

豊田市日本中国友好協会は、団長　河木照雄副会長はじめ総勢１５名に
より、２月２３日～２６日の３泊４日の日程で中国を訪問。愛知県と友好提
携関係にあり、近年著しい発展がみられる江蘇省の現状を視察するとと
もに、会員相互の交流の促進、非会員への本会の活動のＰＲ・入会の推
進を目的に実施されました。

日本中国友好協会訪中2月末日

中村寿一・豊田喜一郎顕彰会 献花式3月2日

第１・２・３商業部会2月27日
西三河地域幹線道路網整備状況に関する
勉強会を開催し、約70名の皆さまにご参加
いただきました。国土交通省中部地方整備
局名四国道事務所計画課 課長の宮林克行
氏、豊田市建設部建設企画課 副課長の米田
真二氏から道路計画の進捗状況や道路交
通計画についてご説明いただきました。参
加者からは質問が飛び交い意義のある勉強
会となりました。

交通運輸業部会3月20日
豊田税務署から講師を招き、飲食業部
会員を対象に「消費税軽減税率制度
セミナー」を開催。48名が参加しまし
た。参加者は講演中も積極的に発言
し、制度の大枠から自店の実例まで、
具体的な対応を学びました。

飲食業部会3月20日

訪中団の皆さん　日本との違いに驚きが太多了（たくさん） 各自治区をはじめ各界の代表が集まり報告が行われました

河上　 豊 中小企業相談所 所長 中小企業相談所（ものづくり振興部・創業サポートセンター兼務）
早川 秀喜 中小企業相談所 部長（EA21事務局 事務局長・創業サポートセンター兼務） 中小企業相談所 所長（EA21事務局 事務局長兼務）
丹羽 亮介 総務部 課長 まちづくり振興部 課長
愛知 忠之 中小企業相談所 課長補佐 中小企業相談所（ものづくり振興部兼務） 課長補佐
弓場 美奈 総務部 課長補佐 総務部 係長
深見 延之 中小企業相談所 係長 中小企業相談所（ものづくり振興部兼務） 係長

氏名 新所属 旧所属

3月2日、雲一つない青空のもと、豊田市発展の礎を築いた中村寿一氏・豊田喜一郎氏の
功績を称え、豊田市役所東庁舎前にて顕彰像に対する献花式が執り行われました。当日
はトヨタ自動車株式会社　豊田章一郎名誉会長・豊田章男社長、トヨタ紡織株式会社
豊田周平会長をはじめ約４３０名の関係者の皆さまにご参列いただきました。当会会長の
太田稔彦豊田市長、親族代表のトヨタ自動車株式会社　豊田章男社長にご挨拶いただい
た後、豊田喜一郎氏のものづくり精神を受け継ぐ「豊田少年少女発明クラブ」の皆さまの
功績をご紹介。今年は、第49回市村アイデア賞で最優秀団体賞や、文部科学大臣賞（全
国1位）、2018　OM世界決勝大会では世界第3位など、輝かしい成績を残した１２名を表
彰。最後に、両氏の銅像の前に白い菊の花を手向け、功績を称えました。

総務部 ← まちづくり振興部　中小企業相談所 ← ものづくり振興部組織の統合
2019年4月1日付の人事異動（係長級以上掲載）人事異動

「行動する豊田商工会議所～豊田の創生に向けて～」のスローガン
のもと、一丸となって事業推進してまいります。

部長 小田 康夫
専務理事

三浦 司之
総務部

支所長 冨田 陽亮

上郷支所弓場 美奈

前田 憲佑

庶務・会員・会館・
共済・検定

所長 河上 　豊
部長 早川 秀喜

中小企業相談所

よう すけもり ゆき

常務理事
小栗 保宏

事務局長
藪押 光市

支所長 児玉 道春
高岡支所

青年部 愛知 忠之
女性会 前田 憲佑
BLC 冨田 陽亮

団体担当者

支所長 八木 朗

猿投支所
あきら

支所長 八木 朗（兼務）
松平支所

人事・経理

丹羽 亮介まちづくり振興

愛知 忠之ものづくり振興

とよたcci.mail 2019／4月号6 7とよたcci.mail 2019／4月号

pick up!
今月の

pick up!
今月の



消費税引上げに関する経過措置

旅客運賃等

小規模事業者持続化補助金
販路開拓をお考えの小規模事業者の皆さまへ！ 当所では無料相談ができます

1. 小規模事業者持続化補助金とは
販路開拓等の取り組みに対し50万円を上限に補助金が出ます（補助率2/3）。

適用税率の原則的な考え方
消費税は原則、商品の引き渡しや役務（サービ
ス）の提供等が行われた時点の税率が適用さ
れます。

施行日前に旅客運賃等を支
払っていれば、施行日以降に
乗車等しても旧税率が適用
になります。

消費税率等に関する経過措置
契約の時期や内容等によっては消費税率引上
げ後でも、旧税率が適用される「経過措置」が
定められています。

主な経過措置

2. 対象となる事業
経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら
実施する販路開拓等のための事業。

3. 補助対象者
申請事業所は小規模事業者に限られます。

4. 今後のスケジュール

■公募時期
　【開　始】 ： 2019年3月末頃～翌週を目途
　【締　切】 ： 2019年5月下旬頃を目途に公募締切 （最終日 当日消印有効）
　※変更になる場合があります

※場合によっては、補助金額が引き上げられることがあります。

《広報・宣伝》
《商談会出展》
《店舗改装》
《 I Tの活用》

新たな顧客層へチラシの配布、看板の設置
販路開拓を求め、国内外の展示会への出展
顧客層を広げるバリアフリー・ユニバーサルデザイン化
販路開拓を目指しネット販売・予約システム等の構築、導入　など

例えばこんなこと…

税率引上げ施行日の半年前（2019年4月1日）より前に契約している工事の請負契約等の場合は旧税率
（8％）が適用されます。例えば…

業　種

卸売業・小売業

サービス業
（宿泊・娯楽業以外）

サービス業
（宿泊・娯楽業）

製造業・その他

常時雇用従業員数

5人以下

5人以下

20人以下

20人以下

中小企業相談所　TEL：0565ｰ32ｰ4593お問合せ

持続化補助金を活用して、看板の設置、チラシの配布、「ぐるなび」へ
の掲載などを行いました。費用負担が減ったことで思い切った広告を
打つことができ、年末の繁忙期などはとても効果がありました。広告宣
伝費の費用対効果も図ることができとても満足しています。担当者の
方には何度もお店に足を運んでもらい申請書の作成支援をいただい
て大変助かりました。これからも地元の皆様に愛されるお店づくりを
進めていきたいです。

採択者の声 Rozetta（桜町）　濵田英明さん
ロゼッタ

公募内容については、公募要領でご確
認ください。
当所への事業支援計画書等の作成・交
付依頼は、締切までに十分な余裕を
もって、お早めにお願いいたします。

申請書の作成は、
商工会議所が
お手伝いします。
まずは、当所へ
ご相談ください。

目指せ
採択！！　

本年度は予算が
成立した場合に
施行されます

2019年10月から
消費税率が変わる予定です

検討・調整中
検討・調整中
（2019年3月14日現在）

2019年4月1日
指定日

2019年10月1日
消費税10％施行日

〈例①〉 8％
適用

2019年4月10日 料金支払い 2019年10月5日 乗車・入場等

工事の請負等
指定日の前日までに契約を
締結した場合、施行日以降に
目的物を完成し、引渡しても
旧税率が適用になります。

〈例②〉

〈例③〉

8％
適用

8％
適用

2019年3月31日 契約 2019年10月10日 譲渡・引渡し

2019年4月1日 契約 2019年9月30日 譲渡・引渡し

〈例④〉 10％
適用

2019年4月1日 契約 2019年10月10日 譲渡・引渡し

経過措置は契約の種類によって適用が異なります。詳しくは国税庁HPや最寄りの税務署にご確認ください。

契約

予約

納品

納品

食事 食事

車の購入

レストラン

8% 10％

10％

2019年10月1日

8％
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電子マネー(nanaco・WAON・Suica・
manaca等)やクレジットカードなどを利用
して現金(=キャッシュ)を使わずモノやサ
ービスの支払いをすること。

［前　払　い］プリペイドカード/
　　　　　 電子マネー/銀行振込
［同時払い］デビットカード/代引き
［後　払　い］クレジットカード

知って
おきたい用語集

－ 近年よく耳にする言葉の意味を知ろう －

キャッシュレスとは？

※日本で最もメジャーなのはクレジットカード

支払いのタイミング（3種類）

1

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

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です

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名さままで利用可

【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

えり足脱毛 2,700円→1,080円

脱毛サロン 
Punana プナナ

ＴＥＬ：080－6972－9190

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！ 下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

共通クーポン

※新規の方のみ（完全予約制）

会報読者の皆さまからいただいたご意見のご紹介コーナーです。

こぼればなし

commentator

●特集「キャッシュレス決済」を読んで
最初は現金派だった私も、今ではクレジット
カードで決済いたします。本当に便利になり
ました。
「自分は○○支払い！」と沢山寄せられまし
た。私はプリペイド派です。100円の支払
いで1円分のポイントが付くので、「100
円」しか価値のない100円硬貨はもった
いない！
私は50年前から電電公社のキャッシュレ

ス派です。
それは…だいぶ年季入ってますね…。

転勤のため、豊田市に転居したばかりなの
で、色々なお店を知れてありがたいです。
お役に立ててうれしいです。作り手冥利に
尽きます。
必要なら市内の交通案内からオススメの
店までお話ししますので、ご相談ください。

ブチョー　うららかなこの時期、コーヒーと新聞と部下の
　　　　 鼻セレブが必需品。
ねこ愛　　「フルーツバスケット」の再アニメ化に歓喜。

担当 弓場・小池　TEL：0565ｰ32ｰ4567ご優待券・クーポンに関するお問合せ

正解者の中から15名さまに
『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名さまに
『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気になった記事　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

4月22日（月）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 F

●□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

ルール

. タロットや手相で未来を予言

. かみ終わっても飲み込まない菓子

. ココに通って全身美容

. リモコンにはたくさんある

. 「教師」「訪問」「菜園」など
　前につく漢字２文字
. 「フル」だと42.195kmを走る
. 口の中に湧いてたまるもの
. ビッグ⇔？

1
2
3
5
6

7
9
11

. 帰宅したら手洗いとコレをしよう

. 願い事を書いて神社に奉納

. サトウキビからつくる蒸留酒。○○レーズン

. 親分や顔役のこと

. 本業の合間にする仕事のこと。○○○○仕事

. 足が速すぎる神様

. マンタはこの魚の仲間

. 名古屋のトンカツにかける

. 佐渡島で人工繁殖している鳥

. 血縁関係のない人、赤の○○○

1
3
4
5
6
8
10
11
12
13

クロスワードパズル

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。

タテのカギ ヨコのカギ

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

先月号
の答

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 要予約

相談名・内容 日にち 時間 場所

開催なし ー ー

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。 毎週木曜 13：30～15：00 本所

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 13：30～16：00 本所

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。 第3月曜 13：30～17：00 本所

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。 第2火曜 13：30～16：00 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。

第3水曜 13：30～16：30 本所

エコアクション21環境経営相談 IT相談
HP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。

4/16（火）、5/21（火）
14：00～17：00
本所

日 時

場 所本所場 所

平日13：30～17：00日 時

IT
相談員

3名定 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

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

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

ITに関するご相談はこちら！ご希望の日に開催 お気軽にご予約ください

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。

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。

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。

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。

（エコアクションのみ～16：30）
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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 2019年5月10日まで

豊田商工会議所会報 2019.4月号

共通クーポン コピー可
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これ１本で
身体、顔、髪の毛、全身が洗えます。

雇用形態は直接雇用(農業・漁業は派遣も可)
日本語能力はN4以上
技能試験あり技能実習生2号終了者は免除

外国人技能実習生制度に
３業種追加、８０業種になる
・   漬物製造、リネンサプライ
     メディカル給食を追加
・   2号終了時(3年間)の検定試験始まる
     実施試験は必要
     合格者のみ3号(4.5年生)への移行可能
・   但し3年間実習した者は
     特定技能1号に移行可能
三菱自動車・パナソニック・アイシン新和
ターンベリーの4社は5年間技能実習生、
外国人材(特定技能)ともに受入停止

いよいよ新しい外国人材の在留資格「特定技能」
４月より開始予定

実施業種は14業種
介護・ビルクリーニング・素形材産業
産業機械製造業・電気、電子情報関連産業
建設、造船舶用工業・自動車整備・・航空・宿泊
農業・漁業・飲食料品・外食

近日中に勉強会を予定しています。

水
温泉成分をギュッとコレ 1本に

災害時に

清拭として

汗をかいた時に

なしシャンプー

お問合せ
株式会社じゃがいも
TEL:080-4523-7293
FAX:0564-64-3992

お風呂に入れ
ない時に

＊

＊炭酸水素Na, 炭酸水素 K( 洗浄成分 )

ど
こ
で
も

詳しくはこちら最近の事例として日本人が企業で実習計画と異なる業務
に従事させるなど労働基準法、労働衛生法で違反が確定し
新たな外国人実習生及び特定活動　外国人材の受け入れ
ができなくなったケースがあります。

「TASAKIサロン ジュエリーセミナー（名古屋市）、
叶 匠寿庵 寿長生の郷・石山寺（滋賀県大津市）」視察研修会

女性会活動報告

３月１１日に、視察研修会を開催し、会員１３名が参加しました。
TASAKIジュエリーセミナーでは、TPOに応じた真珠ネックレスの身につけ方などを学びました。
また、和菓子で有名な、叶　匠寿庵　寿長生の郷では、お抹茶と和菓子をおいしくいただき、女性会
事業の１つである「まちゃか」の参考となりました。

新規会員さまのご紹介
3月6日の常議員会で承認された皆さまです。お知らせ

（敬称略・部会順）

事　業　所　名

最新情報をお届け！

Toyotacci　.news

お知らせ

新しい年度に新たな資格にチャレンジしませんか？
4月から5月における申込受付中の検定試験は以下
のようになっております。ぜひチャレンジしてください！

群 青 The NEW Leaders 青年部活動報告

全13名の卒業生を現役メンバーとOB、来賓の
方々で輝ける未来へ送り出しました！卒業証が全
員に授与され、寺田昌史筆頭副会長の送辞と卒
業生代表近藤幸泰君の答辞は大変感動的なも
のでした。卒業生との最後の歓談では思い出話
を語り会いました。場所を移した2次会においても、100名を超え
る現役メンバー、OBが引き続き卒業生を祝いました。各委員会が卒
業生にお祝いの品を渡しながら、最後の記念撮影の時間を共有し
ました。卒業生の皆さまおめでとうございます。

平成30年度卒業式
～ 未来へ繋ぐご縁と感謝 ～

3
1

3
8・9

8日は、豊田YEGとして「視察研
修事業 いのち鶏～宮崎でキチン
とチキンを学ぼう～」を宮崎県の
生駒ファームで開催。鶏の屠殺を
体験し、命の大切さや日頃何気な
く食べているものへの感謝の気持
ちを学びました。そしてシーガイア
に移動し、全国のYEG6,744名が
参加する大懇親会を楽しみまし
た。その後は友好関係にある福岡
県の苅田YEGメンバーと夜遅くま
で盛り上がりました。
9日は記念式典・記念講演・感動の
卒業式・解団式に出席して豊田に帰って参りました。平成最後の
全国大会を豊田YEGメンバーで堪能した視察となりました。

日本商工会議所青年部
第３８回全国大会宮崎大会

ローソン豊田豊栄町五丁目店 豊 栄 町

（株）ケンジョウ 細 谷 町

Jupiter 亀 首 町

壽宏庵 富丸 東 梅 坪 町

（株）心遊 神 田 町

セットアップサービス 美 里

芝造園 平 芝 町

河原業務店 市 木 町

小木曽設備 青 木 町

町　名

第一商業

事　業　所　名

東海ハウス（株）豊田支店 挙 母 町

宮國 雄二 平 芝 町

加藤 米雄 大 成 町

テイク 大 清 水 町

東うめつぼ薬局 東 梅 坪 町

市民パソコン塾 三好校 み よ し 市

築山歯科技工所 力 石 町

環境企画 五 ヶ 丘

愛知県社会保険労務士会 三河中支部 幸 町

HAIR OBJET MIKI 野 見 山 町

近藤工業 若 林 西 町

町　名

サービス業

飲食業

第一工業

建設業

平成30年度 珠算優良生徒表彰式を開催！ 新たな挑戦！
2019年春受付開始検定試験のご案内！3月24日、当所と日本珠算連盟豊田支部は豊田市福祉センターホールにお

いて平成30年度優良生徒表彰式を開催し、特別表彰も含め計113名を表彰
しました。この表彰式は、豊田市にある珠算塾で学ぶ優秀な生徒を毎年度末

に表彰するもので、河木副会頭を始めとする
関係者から生徒一人ずつに賞状と記念品の
授与が行われました。その中で、最も優秀な
成績を収めた田中颯さん（ＹＯＵ‘Ｉ石川）に、
豊田市より市長賞が授与されました。最後は、
表彰を受けた生徒を代表して馬場苺粋さん
（そろばんY’s）が謝辞を述べ、閉式しました。 検定試験担当　TEL：0565ｰ32ｰ4569お問合せ

検定試験名 試験日 申込受付期間
第152回簿記 ６月９日（日） ４月８日（月）～５月１７日（金）
第216回珠算能力 ６月２３日（日） ４月１５日（月）～５月２３日（木）
第84回リテール
マーケティング ７月１３日（土） ５月２０日（月）～６月２１日（金）

かのうしょうじゅあん すないのさと

と　さつ

ご入会ありがとうございました

まい  き

退職者／新入職員
3月31日に1名退職し、4月1日に1名入職しました。

古川 公子
ふる かわ きみ こ

1月に65歳になってしまいました。今まで、
松平・上郷・猿投支所、本所と勤務し、会員
の皆さま、職員の皆さまには大変よくしてい
ただき長く勤務することができ、ありがとう
ございました。本当にお世話になりました。

退職者

中小企業相談所 記帳 髙橋 康輔
たか はし こう すけ

4月から豊田商工会議所で働かせていただきます髙橋と申し
ます。生まれも育ちも豊田市で豊田に貢献する仕事がしたい
と考えていたため、社会人としての第一歩を豊田商工会議所
で迎えられるということをとても嬉しく思います。一日も早く、
仕事を覚えられるようかんばります。よろしくお願いします。

新入職員

総務部

特別表彰受賞の様子
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（派）23ｰ301429　FAX.0565ｰ32ｰ8880

今年度は“特定派遣廃止”“働き方改革”
“均衡待遇”等の大きな変化がある年です。
今一度、お取引している紹介会社が
“本当に適正”かどうかの
再確認をお願いします！

弊社、担当営業マンがきちんとした
“根拠”をご説明に伺います！！

外国人人材紹介で１５年以上のキャリア！

経験値の無い外国人紹介会社に
仕事を依頼するのは非常に危険です！

この15年間で延べ120社に約30,000人の紹介実績！

編 者散文
Editor's prose

昭和から平成に変わろうとしていた昭和６３
年の冬休み、高校２年生だった僕は赤点だら
けで進級をかけた追試勉強に追われる日々。
そんななか、赤点仲間のあいだで「恩赦って
システムにより元号が変わるときは、刑務所の
刑が軽くなるらしい」との噂が！じゃぁ、当然赤
点ごとき免除になるよねっ！と、遊びまくった冬
休み。めでたく、地獄の進級追試で迎えること
となった「平成」。嗚呼、３０年間お疲れ様！

（新元号の予想は「永明」R.N）

15日（月） 会費（前期分）口座引き落とし日

16日（火）・（5月7日・5月13日） ビジネスマナー・電話応対研修会

20日（土） STREET ＆ PARK MARKET 【桜城址公園】

23日（火） 国土交通省中部地方整備局講演会

～6月28日まで 豊田ものづくりブランド募集中

商工会議所他行事予定 月4

関
係
各
所
よ
り

newsnews

豊田ものづくりブランド
2019年度募集開始

■日時　2019年5月中旬より5日間（予定）18：00～21：00
■場所　豊田電気会館　2階会議室（豊田市元宮町2ｰ105ｰ2）
■受講料　25,000円（＋本代実費）　■内容　基礎理論、法令、配線設計、
施工方法、鑑別、模擬試験等　■持ち物　問題集、筆記用具、電卓　
■申込期限　2019年4月26日（金）　■お問合せ・お申込み　電気組合事
務局 足立・佐々木　TEL：0565ｰ32ｰ5606

豊田電気工事協同組合
2019年第二種電気工事士(筆記)受験準備講習会のご案内

■日時　2019年6月21日（金）13:00～17:00・6月22日（土）9：30～11：15
■場所　豊田市コンサートホールほか　■内容　記念講演　青野　慶久氏（サ
イボウズ㈱代表取締役社長）/特別講演　石川　雅恵氏（UN　WOMEN日本
事務所長）　■お問合せ・お申込み　生涯活躍部市民活躍支援課　男女共
同参画センター　TEL：0565ｰ31ｰ7780

第２４回 男女共同参画全国都市会議
inとよた（講演・分科会）参加者募集

豊田市を代表する優れた技術・製品
を認定する本制度。下記の通り今年
度募集を開始します。今年度より認定
範囲を拡大し、製造業の生産性向上
に寄与する情報通信事業者も対象に
なりました。認定特典として、県内・関
東展示会への共同出展等販路拡大
を支援します。要項等詳細は今月号
折り込みチラシをご参照ください。

メッセナゴヤ2019、テクニカルショウヨコ
ハマ2020等への共同出展、認定技術・製品
パンフレット作成による広報支援など（予定）

改元・10連休に関わる対応

市内の飲食店・小売店向けに「外国人おもてなしツール」を作成しました。
外国人客の接客対応にご活用ください。おもてなしツールのうち、②及び
④は下記の窓口で配布しています。2019年8月24日（土）・25日（日）

※出展に関しては6月１日開設予定の公式HPでご案内します。
日　　時

2019年4月1日（月）～6月28日（金）募集期間

認定特典

お問合せ

豊田ものづくりブランド推進協議会
担当 深見　TEL：0565ｰ32ｰ4594
豊田市ものづくり産業振興課
TEL：0565ｰ47ｰ1250

お知らせ

121の企業・団体にご出展をいただき、スカイホール豊
田で開催しました。
会期2日間で4,100名の方にご来場をいただきました。
新たな取り組みであるオープンイノベーションゾーンを
はじめ、来場者と出展者の間では盛んな情報交換、商
談が行われました。ご来場・ご出展をいただきまして誠
にありがとうございました。

外国人
おもてなしツールのご案内お知らせ

会費口座振替の
お知らせ

4月15日（月）に、2019年度年前期会費をお引き落としい
たしますので、前日までに指定口座へのご入金をよろしくお
願いします。
納付書でお支払いの会員さまは、4月中旬に請求書をお送
りしますので、ご確認ください。
お問合せ 総務部 前田・山本　TEL：0565ｰ32ｰ4568

会　　場 豊田商工会議所 多目的ホール
テ　ー　マ 『（仮称）最近の建設行政の話題について』講　　師 国土交通省中部地方整備局 担当者

参　加　費 無料 定　　員 １００名 お問合せ 建設業部会担当 早川・中原　TEL：0565ｰ３２ｰ４５９３

お知らせ

建設業部会「国土交通省中部地方整備局講演会」
開催日時 2019年4月23日（火） 15：00～17：00

お知らせ

お知らせ

とよた産業フェスタ2019
開催日決定

ラグビーワールドカップ開催に伴い、例年と異なる夏開催となります
ので、ご注意ください。

お問合せ 総務部 前田・成瀬　TEL：0565ｰ32ｰ4568

お知らせ

内　容

①短編動画「外国人がやってきた！」
　（YouTubeで公開中）
②コミュニケーションシート（指さし会話集）
　【対応言語】 英語・中国語（簡体字）・
　スペイン語・ポルトガル語
③食材書き込み式チェックシート
④ピクトグラムステッカー
※詳しくは会報折込みの
　ＰＲチラシをご覧ください。

第10回
とよたビジネスフェア
盛況のうちに終了！

活動報告

3
21・22

開催結果 来場者数 約4,100名・総商談実績818件

お問合せ 豊田市役所商業観光課　　　　　　TEL：0565ｰ34ｰ6642
総務部 まちづくり振興担当　TEL：0565ｰ32ｰ4595

配布場所
豊田市役所商業観光課、豊田商工会議所（本所及び各支所）
商工会（旭、足助、稲武、小原、下山、藤岡）
ｎ６（名鉄豊田市駅前）、Ｍスペース（KiTARA 4階）

連休前後

会館貸し出し

中小企業倒産防止共済

連休中

休業

休業 ※受付期間中の検定に限りWEB申込みのみ可能

●新規前納を希望する方… 4/26までに掛金振込
●5月に前納を希望する方… 4/26までに当所窓口にて手続き

通常通り営業

労働者災害補償保険特別加入 4/25までに当所窓口で手続き後、労基署の受付が必要

その他 通常通り営業

2019年5月1日（水）の元号改正に伴い、4月27日（土）から
5月6日（月）までが休業日（10連休）となります。
連休中の当所の対応につきましては、以下の通りです。

相談所窓口、記帳指導、検定、
貿易証明発行、駐車券販売等

●会場使用　　　　〇 （4/18までのお申込みに限る）
●貸出のお申込み　×

「平成」が記載されている帳簿・手形等について（例：平成31年5月7日と表記してある場合） 10連休中の対応

窓 口：休業
ATM：使用可

UFJ
訂正不要 （平成表記のまま使用可） ＊お客さま都合で新元号が必要な場合…
○○（新元号） 
平成　1年5月7日　　二重線取消（訂正印不要）

全日休業

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

その他
各機関の
対応について

郵便局
4/27（土）、5/2（木）に配達。ただし、速達・書留・ゆうパックは10連休中も配達。

新元号への
訂正方法と、
連休中の対応（　　　　　）

訂正が必要
○○（新元号） 
平成　1（元）年5月7日　二重線取消（訂正印不要）

原則訂正不要 ＊共済等は訂正が必要な場合があります。
○○（新元号） もしくは　2019年
平成　1年5月7日　　二重線取消（訂正印不要）

JAバンク

豊田商工
会議所

配　達
郵便局窓口は全日休業。※ゆうゆう窓口、商業施設内郵便局等一部窓口は利用可。差出、購入
土日祝日、休日営業ATMに限り利用可。貯　金

エヌロク

総合展示会として多業種が展示・PR
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