無料ご招待券

プラザホテル豊田
メンズサウナご招待券
毎月1日より

15名様

先着

コロナワールド映画特別鑑賞券

※注１ 来所された方、お一人（会員事業所）様１ヶ月１枚を厳守します。
※注２ 電話での予約はできません。 ※注３ 他事業所の分をお渡しすることはできません。

＜お問合せ先＞ プラザホテル豊田 メンズサウナプラザ
TEL（0565）29−1811

1,800円を→特別鑑賞券
小人 通常

1,000円を→特別鑑賞券

※右記はすべて返品できません
のでご了承下さい︒

入場券を割安で販売

豊田市温浴施設じゅわじゅわ入場券

MOVIX三好映画鑑賞券

600円で販売

1,800円を→ 特別鑑賞券

700円を→

※３Ｄでの上映作品につきましては、
１枚につき差額4００円を映画館窓口にて
お支払いただくことで、ご利用可能となります。 （有効期間：平成24年1月31日）
オリジナル
プリントショップ

その他にも
特典があります

〈天然ラドン温泉と岩風呂〉

1,050円
小人 通常1,000円を →
630円
● ホテル金泉閣（1泊2食、昼食、夕食の基本料金より）1割引
大人 通常1,500円を →

優待券を差し上げます

10%割引

30名様

優待券先着

食事

※有効期限：平成23年11月30日（水）まで ※１枚につき4名様までご利用いただけます。

＜お問合せ先＞ レストランフォンターナ TEL（0565）58−3528
和処 花乃里
TEL（0565）58−3530
URL http://www.forestahills.jp

10%割引

20名様

古くから、ヨーロッパ間を繋ぐ交通の拠点であったスイスの
ゴッダルド峠。今ではトンネルも整備されていますが、かつては
生死を賭けた難所として知られていました。
海抜約２１００ｍのこの峠に、１３世紀に建てられたホスピスが
あります 。中 世 のホスピスは巡 礼 者などを宿 泊させた 小さな
教会のこと。旅人を風雨などから守り、体調を崩した人たちが
再び旅を続けられるまで介護する。そんな施設でしたが、時代が
進むにつれ次第に建物が残るだけとなっていました。この伝説の
場所が昨年３ツ星ホテルとして生まれ変わり２００９年にはヨー
ロッパ文化遺産にも指定。全ヨーロッパのシンボル的存在として
再認識され始めました。
ホスピスで働く聖職者の無私の献身を『ホスピタリティ』と呼び、

オープン4周年記念宿泊優待券
ホテルトヨタキャッスル
●

30%割引

宿泊

20名様

優待券先着

ハガキ、
またはメールに
①クイズの解答
②会報「とよた cci.mail」に対する感想・意見等
③氏名 ④住所 ⑤電話番号 ⑥事業所名
を明記し、
下記までご応募ください。

熟語の 達 人

※有効期限：平成23年12月31日（土）まで ※１枚につき１室（３泊まで）とさせていただきます。

＜お問合せ先＞ ホテルトヨタキャッスル
TEL（0565）31−2211（24時間受付対応可）URL http://www.t-castle.co.jp

●

宿泊

30%割引

＜お問合せ先＞
豊田ビラージ
TEL（0565）27−1111
豊田ビラージⅡ TEL（0565）32−4444
URL http://www.toyota-village.com

◎お問合せは、総務企画部 TEL 32−4569 まで
◎優待券と入場券についての特典は、豊田商工会議所本所又は各支所（プラザホテル
豊田メンズサウナ招待券は本所のみ）でお受け下さい。
（受付時間8：30〜17：30）

※ご利用の際は下記共通クーポンを切り取り、直接店舗へお持ちいただき、会計の前にご提示ください。

ルール

タテ、
ヨコ、それぞれに
意 味のある熟 語になる
よう、
リスト内の漢字を□
に入れてください。
さて、一つだけ残る漢字
はどれでしょうか？

一 郷 実 十
色 代 表 品
用 楽 理 料

土

理

愁

を差し上げます。
応募先

十 人
時

年

刻
札

貴
重

均
日

今月の表紙

早稲田大学卒業後、海外勤務を経て県内ケーブルテレビ局に勤務。
現在は、
フォトグラファー兼ディレクターとして、豊田市を拠点に活動中。

●お一人様1回1枚限り有効・他券との併用不可
●有効期限2011年11月末日迄

『猿投温泉日帰り入浴 平日無料券』

音

■撮影
株式会社 STUDIO i ／ www.imaro.jp
今井義朗 Imai Yoshiro

豊田商工会議所だより 2011.11月号

正解者の中から15名様に

行

今年も紅葉の季節がやってきました。香嵐渓に
ある飯盛山は標高254m、山頂まで15分ほどの
小さな 山 です 。今 年 の 見 頃 は 1 1 / 2 0 〜
11/30。
もみじのトンネルから真っ赤な紅葉を
見上げるもよし、幻想的なライトアップを見る
もよし。遠くから眺める飯盛山も、
もこもこの
じゅうたんの様で一味違う温かみがありますね。
今年はいつもと少し違う角度から、新しい香嵐渓を
見つけてみてはいかがでしょうか。

共通クーポン

◆JTB中部豊田T−FACE店
〒４７１−００２６ 豊田市若宮町１−５７−１ A館T−FACE７階
営業時間 １０：００〜１９：００
無休（1月1日（祝）とT-FACE休館日はお休み）

応募方法

香嵐渓 飯盛山

とよたcci.mail 2011／11月号

◆JTB中部豊田支店
〒４７１−００２６ 豊田市若宮町２−６６豊田グランドビル（TM若宮駐車場隣り）
営業時間 １０：００〜１８：００（木・祝日はお休み）

索

●art space 無限（株） エッチングアート制作費30％OFF ☎28−8171
●まつむら治療院 治療費10％OFF ☎31−2301
●DASENKA・菜 豊田店 パンのお買上げ額より5％OFF
☎37−3980
●Cafe Campur 飲食代10％OFF ※飲食代金の割引上限2,000円 ☎３3−３733
●トヨタセントラルゴルフ クーポン券ご持参の方、プリペイドカード新規ご購入時（2,000円or5,000円）に50球お入れいたします ☎58−290０
●（有）真栄コーポレーションアイクリーナー ハウスクリーニング全般10％OFF ☎（0120）85−1907（完全予約制）
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この言葉はホスピスから広まりました。
今、ホスピタリティという言葉が多用
されていますが、語源を理解した上で
来客の方々へのホスピタリティ精神を持てば、皆さんの行動も
変化するかもしれませんね。

471−8506 豊田市小坂本町1−25
豊田商工会議所 総務企画部 宛
E-mail：somu@toyota.or.jp

答

共通クーポン〈ご利用店舗一覧〉

ホスピタリティ・
・
・
・

＜お問合せ先＞ アンジュクール
TEL（0565）76−7075 FAX（0565）76−5955（24時間受付可）
E-mail info@angecoeur.com URL http://angecoeur.com/

※店印なきものは無効とさせていただきます。 ※現金のみのお支払にてご利用お願い致します。
※現金との換金は致しかねます。 ※ご利用の際は必ずチェックイン時にフロントにご提示下さいませ。

＜お問合せ先＞ 下記の連絡先で24時間対応可能です。
TEL（0565）34−5555 FAX（0565）34−5565
E-mail front@prestige-hotel.com URL http://www.prestige-hotel.com/

学

旅の雑

監修：
（株）JTB中部

10%割引

検

豊田ビラージ 豊田ビラージⅡ 宿泊優待券

優待券1ヶ月 先着

る
とらべ
ア
トリビ

Tシャツ各種・ポロシャツ・ブルゾン・はっぴ・キャップ、
その他アイテム多数 ※無地アイテムなど一部商品を除く

豊田プレステージホテル
● 宿泊

アンジュクール

〈最短3日 通常5日納期・デザイン作成無料・安心の高品質〉

フォレスタヒルズ
●

1,200円で販売

大人 通常

※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
お安くご利用いただけます。
（期限なし）

岩風呂入泉券

800円で販売

※３Ｄでの上映作品につきましては、
１枚につき差額4００円を映画館窓口にて
お支払いただくことで、ご利用可能となります。 （有効期間：平成24年2月29日）

〈豊田ほっとかんにある温泉と温浴施設〉

猿投温泉金泉閣優待券

●

1,000円で販売

大人 通常

（土・日・祝日の場合は翌営業日より）

第8 回

応募締切

11月28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。

先月号の答え・
・
・
「星」

編集後

記

もう秋ですね♪秋の訪れを少しずつ肌で感じるように
なりました。スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋…と楽し
そうなキャッチコピーをつけられた秋ですが、イヤ〜な
寒い冬が来る前の現実逃避に聞こえます（笑。
それにしてもこの時期は、季節の変わり目で気温の
変化が激しく、また花粉なども重なって免疫力が落ち、
体を壊しがちですよね。
しっかりと食事・睡眠をとり、こま
めに水分補給をして、体を大事にしましょう。
さて、今月号の会報誌『活動トピックス』
でもご紹介して
おりますが、とよたの街並みをロマンティックに演出する
イベント
『イルミネーションストーリーinとよた2011』が
今年も開催します☆キラキラッとした心ときめく光の風景を
見に、ちょっと出掛けてみませんか。私のオススメは、点灯
（M．
Y）
する瞬間です！感動しますよ。

豊田商工会議所だより 2011.11月号
共通クーポン

●お一人様1回1枚限り有効・他券との併用不可
●有効期限2011年11月末日迄

とよたcci.mail 2011／11月号
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