
◇マインリーサービス「イベント情報収集源」および「ＱＲコード設置場所」について

《豊田市のイベント情報配信をご希望される方へのご案内》
中部電力株式会社は、豊田市のイベント情報を随時募集を行っております。

[イベント情報窓口]
窓口 ： 中部電力株式会社 事業創造本部 MINLY事務局
E-Mail ： minly.event@chuden.co.jp

１．イベント収集源

・イベント情報は、主に下記より情報収集をしております。

主な情報入手先 ＵＲＬ

豊田市ホームページ（イベント情報） https://www.city.toyota.aichi.jp/cgi-evt/event.cgi

豊田市ホームページ
（児童生徒・保護者向けイベント啓発情報一覧）

https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/gakkou/iinkai/1027171/in
dex.html

公益財団法人 豊田市文化振興財団 http://www.cul-toyota.or.jp/top/top1.html

豊田市交流館 http://ph-toyota.jp/

豊田市コンサートホール・能楽堂 https://www.t-cn.gr.jp/

とよた科学体験館 http://www.toyota-kagakutaikenkan.jp/

豊田市青少年センター https://youth-toyota.com/

豊田市歌舞伎伝承館 http://toyota-kabuki.jp/

豊田市中央図書館 https://www.library.toyota.aichi.jp/

豊田市美術館（イベントスケジュール） https://www.museum.toyota.aichi.jp/event/

豊田市近代の産業とくらし発見館（企画展） http://www.toyota-hakken.com/exhi_info.html

とよたEcoful Town(とよたエコフルタウン) https://toyota-ecofultown.com/

豊田スタジアム（イベント・営業カレンダー） https://www.toyota-stadium.co.jp/event/

公益財団法人 豊田市体育協会（スポーツイベント） http://www.toyota-taikyo.or.jp/event2.html

《その他》
・上記施設にて掲示や配布されているポスターやチラシなど

更新日：2020年3月5日
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・QRコードは、「豊田市のイベント開催施設（下表記載）」と「地域のお店（マインリーのサービス事業者）」に設置されています。
・QRコードが設置されていないイベント会場がございます。
・QRコードチェックインは、「レコメンド詳細のQRチェックイン」もしくは「MYタウンのカメラマークよりQRコード読取」から
会場に設置されているQRコードを読み取ってください。
※QRコード読取アプリやiPhoneカメラからのQRコード読み取りでは、チェックインができませんのでご注意ください。

【スタンド型】

【壁掛け型】

QRコード設置イメージ

マインリーロゴを目印にして下さい。

ⅰ.レコメンド情報を元にお出かけの方
（レコメンド詳細の一番下「QRチェックイン」）

ⅱ.レコメンド以外のお出かけ時
（ホームまたはMYタウンの「QRチェックイン」）

QRコードの読み取り方法

２．ＱＲコード設置場所について
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【ステッカー型】



更新日：2021年10月1日

◇マインリーＱＲコード設置場所のご案内

NO 商業施設 QRコード設置場所

地域のお店（サービス事業者）には、レジ付近にＱＲコードが設置されております。
※大型商業施設については、下記の場所に設置されておりますので、設置場所をご確認下さい。

1 COMO square（コモスクエア） ①ＷＥＳＴ棟１階 東側エントランス ※MINLYポスター内

2 ＧＡＺＡ
①1階 掲示板（南側の階段）
③3階 掲示板（南側の階段）

②2階 掲示板（南側の階段）
※MINLYポスター内

3 KiTARA ①ブルー棟（１Ｆ）豊田市駅方面連絡通路 ※MINLYポスター内

4 T-FACE ①Ｂ館2階 まちなかインフォーメーション（入会申込書記入テーブル）

【商業施設のＱＲコード設置場所】

・各施設の複数個所に設置されているQRコードは同じものです。
（いずれかのQRコードを読み取ることで、チェックインが行えます。）
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NO イベント開催施設名 QRコード設置場所

1 とよたエコフルタウン ①パビリオン 事務室 受付カウンター

2 豊田産業文化センター ①管理事務所前 受付カウンター

3 とよた科学体験館
①1階 受付カウンター
②1階 掲示板

4 豊田市青少年センター ①1階 サロン インフォメーションモニター横

5 近代の産業とくらし発見館 ①入口チラシ置き場（靴箱上）

6 豊田市コンサートホール・能楽堂
①能楽堂（8階） ロビー チラシ設置スペース
②《イベント開催日》各会場に設QRコード設置

7 スカイホール豊田 ①事務室受付カウンター ②正面玄関右のチラシ設置棚

8 豊田市中央図書館
①3階 受付カウンター
③5階 受付カウンター

②4階 受付カウンター
④6階 受付カウンター

9 豊田市美術館 ①1階 インフォーメーション 受付カウンター

10 豊田市民文化会館 ①1階 事務室入口前 掲示板付近

11 豊田スタジアム
①スポーツプラザカウンター ※スポーツプラザの営業時間内のみ利用可

➁会議室入口横の掲示板（B1階 会議室１付近）

12 環境学習施設 eco-T「エコット」 ①1階 総合案内カウンター

13 豊田市福祉センター ①1階 管理事務室 受付カウンター（募金箱の横）

14 ものづくり創造拠点 SENTAN ①1階 受付カウンター

【豊田市イベント開催施設のＱＲコード設置場所】
更新日：2022年8月17日

4



NO イベント開催施設名 QRコード設置場所

15 豊田市役所本庁舎 ①南庁舎１階 総合案内カウンター

16
豊田市旭支所
・豊田市旭交流館

①支所棟 観光チラシコーナー（受付カウンター上）
②交流館 図書館返却カウンター（交流館受付の横）

17 豊田市足助支所 ①入口 観光案内チラシコーナー

18
豊田市稲武支所
・豊田市稲武交流館

①支所棟 チラシ設置スペース（観光協会窓口前）
②交流館 入口（血圧計の横）

19 豊田市小原支所 ①事務室 受付カウンター

20
上郷コミュニティーセンター
（上郷支所・上郷交流館）

①ロビー（テレビ台の上）
②入口 チラシ設置スペース

21
猿投コミュニティーセンター
（猿投支所・井郷交流館）

①ロビー（施設利用案内板前）
②図書館 返却カウンター

22
豊田市下山支所
・豊田市下山交流館

①支所 ロビー（記入台付近）
②交流館 図書館

23
高岡コミュニティーセンター
（高岡支所）

①1階 待合ロビー付近

24
高橋コミュニティーセンター
（高橋支所）

①入口（消毒コーナー横）
②待合コーナー（血圧計の横）

25
豊田市藤岡支所
・豊田市藤岡交流館

①コミュニティホール（地域のお知らせコーナー）

26
松平コミュニティーセンター
（松平支所・松平交流館）

①ロビー（菓子販売コーナー横）

27 豊田市逢妻交流館 ①事務室 受付カウンター

28 豊田市朝日丘交流館 ①事務室 受付カウンター（血圧計の横）

29 豊田市足助交流館 ①事務室 受付カウンター（２階）
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NO イベント開催施設名 QRコード設置場所

30 豊田市石野交流館 ①入口 チラシ設置スペース

31 豊田市梅坪台交流館 ①1階 チラシ設置スペース（事務室横）

32 豊田市小原交流館 ①事務室 受付カウンター

33 豊田市猿投北交流館 ①入口 チラシ設置スペース

34 豊田市猿投台交流館 ①1階 エレベーター横（ラック上）

35 豊田市浄水交流館 ①公衆電話横（靴箱中央）

36 豊田市末野原交流館 ①事務室 受付カウンター

37 豊田市崇化館交流館 ①事務室 受付カウンター（血圧計の横）

38 豊田市高橋交流館 ①入口 チラシ設置スペース

39 豊田市藤岡南交流館 ①事務室 受付カウンター

40 豊田市豊南交流館
①事務室 受付カウンター
②チラシ設置スペース

41 豊田市保見交流館 ①事務室 受付カウンター

42 豊田市前林交流館 ①事務室 受付カウンター

43 豊田市益富交流館 ①入口正面 本棚

44 豊田市美里交流館 ①事務室 受付カウンター
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NO イベント開催施設名 QRコード設置場所

45 豊田市竜神交流館 ①1階 入口（公衆電話横）

46 豊田市若園交流館 ①事務室 受付カウンター

47 豊田市若林交流館 ①事務室 受付カウンター
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ココ

WEST棟（１F）の東側エントランス
（MINLYポスター内）

GAZA

住所 ：豊田市喜多町１丁目１４０番地

MINLYポスター内

KiTARA

住所：豊田市喜多町２丁目１７０番地

フロアマップ
MINLYポスター内

COMO square

住所 ：豊田市喜多町２－１６０

フロアマップ

MINLYポスター内

T-FACE

住所 ：豊田市若宮町１－５７－１

フロアマップ 入会申込書記入
テーブルに設置

※各階の掲示板へ掲示

ココ
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豊田産業文化センター Tel：0565-33-1531

住所 ：愛知県豊田市小坂本町１－２５

1階 フロアマップ

近代の産業とくらし発見館 Tel：0565-33-0301

住所 ：愛知県豊田市喜多町４丁目４５番地

豊田市中央図書館 Tel：0565-32-0717

住所 ： 愛知県豊田市西町１－２００ 豊田参合館３~6階

豊田市コンサートホール
・能楽堂 Tel：0565-35-8200

住所 ： 愛知県豊田市西町１－２００ 豊田参合館８階

スカイホール豊田 Tel：0565-31-0451

住所 ：愛知県豊田市八幡町１－２０

とよたエコフルタウン Tel：0565-77-5669

住所 ：愛知県豊田市元城町３－１１

パビリオン棟

とよた科学体験館 Tel：0565-37-3007

住所 ：愛知県豊田市小坂本町1-25（産業文化センター内)

1階 フロアマップ

豊田市青少年センター Tel：0565-32-6296

住所 ：愛知県豊田市小坂本町1-25（産業文化センター内)

1階 フロアマップ

出入口

学習室

第
二
展
示
室

管理室

車椅子専用出入口

第
一
展
示
室

男子トイレ

女子トイレ

実習室

とよた科学体験館

多目的ホール

小ホール

管理事務所

サロン

喫茶
コーナー

ＷＣ

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

能楽堂
（８階）

事務室の受付カウンターに設置されています。

エレベーター前のチラシスペースに設置されています。

各階のサービスカウンターに設置されています。

チラシスペースに設置されています。

ココ ココ

ココ
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入り口付近
に２か所

ココ

入口のチラシスペースに設置されています。

スタンド型

ステッカー型

事務室受付カウンター上の
掲示板に設置されています。

管理事務所前受付カウンターに
設置されています。



環境学習施設
eco-T「エコット」 Tel：0565-26-8058

住所 ：豊田市渡刈町大明神39-3渡刈クリーンセンター内

豊田市福祉センター Tel：0565-34-1131

住所 ：豊田市錦町１丁目１番地１

ものづくり創造拠点
SENTAN Tel：0565-47-1230

住所 ：愛知県豊田市挙母町2-1-1

豊田市美術館 Tel：0565-34-6610

住所 ：愛知県豊田市小坂本町８丁目５番地１

豊田市民文化会館 Tel：0565-33-7111

住所 ：愛知県豊田市小坂町１２－１００

豊田スタジアム Tel：0565-87-5200

住所 ：愛知県豊田市千石町７丁目２番地

ココ チラシスペースに設置されています。

総合案内カウンターに設置されています。

管理事務室カウンターに設置されています。

受付カウンターに設置されています。

スポーツプラザに設置されています。
会議室入口横の掲示板に設置されています。

（事務所横の掲示板とは異なります。）
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事務室入口前の掲示板付近に設置されています。

スポーツプラザの
営業時間内のみ利用可



豊田市役所本庁舎 Tel：0565-31-1212

住所 ：愛知県豊田市西町3-60

11

南庁舎・総合案内に設置されています。

豊田市旭支所
・豊田市旭交流館

Tel:0565-68-2211（支所）
0565-68-2215（交流館）

住所 ：愛知県豊田市小渡町船戸１５－１

（交流館）返却カウンターに設置されています。（支所）観光チラシコーナーに設置されています。

豊田市足助支所 Tel：0565-62-0600

住所 ：愛知県豊田市足助町宮ノ後26-2

観光チラシコーナーに設置されています。

豊田市稲武支所
・豊田市稲武交流館

Tel:0565-82-2511（支所）
0565-83-1007（交流館）

住所 ：愛知県豊田市稲武町竹ノ下１－１

（支所）観光協会前に設置されています。 （交流館）血圧計の横に設置されています。

豊田市小原支所 Tel：0565-65-2001

住所 ：愛知県豊田市小原町上平441-1

受付カウンターに設置されています。

上郷コミュニティーセンター
（上郷支所・上郷交流館） Tel：0565-21-1881

住所 ：愛知県豊田市上郷町5-1-1

テレビ台の上に設置されています。

チラシ設置スペースに設置

ココ

猿投コミュニティーセンター
（猿投支所・井郷交流館） Tel：0565-45-4807

住所 ：愛知県豊田市四郷町東畑70-1

ロビーに設置されています。

図書返却カウンターに設置ココ

豊田市下山支所
・豊田市下山交流館

Tel:0565-90-2111（支所）
0565-91-1650（交流館）

住所 ：愛知県豊田市大沼町越田和37-1

（支所）ロビーに設置されています。 （交流館）図書館に設置されています。
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高岡コミュニティーセンター
（高岡支所） Tel：0565-53-7779

住所 ：愛知県豊田市高岡町長根51

高橋コミュニティーセンター
（高橋支所） Tel：0565-80-0077

住所 ：愛知県豊田市東山町2-1-1

１階待合ロビー付近に
設置されています。

入口に設置されています。

血圧計の横に設置

豊田市藤岡支所
・豊田市藤岡交流館

Tel:0565-76-2101（支所）
0565-76-1612（交流館）

住所 ：愛知県豊田市藤岡飯野町田中245番地

地域のお知らせコーナーに設置されています。

松平コミュニティーセンター
（松平支所・松平交流館） Tel：0565-58-0073

住所 ：愛知県豊田市九久平町寺前16

菓子販売コーナー横に設置されています。

豊田市逢妻交流館 Tel：0565-34-3220

住所 ：愛知県豊田市田町３－２０

受付カウンターに設置されています。

ココ

豊田市朝日丘交流館 Tel：0565-34-1561

住所 ： 愛知県豊田市御幸町１－８０

血圧計の横に設置されています。

ココ

豊田市足助交流館 Tel：0565-62-1251

住所 ：愛知県豊田市足助町蔵ノ前16

２階・受付カウンターに設置されています。

豊田市石野交流館 Tel：0565-42-1711

住所 ：愛知県豊田市力石町深田57-2

チラシ設置スペースに設置されています。
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豊田市梅坪台交流館 Tel：0565-31-0402

住所 ：愛知県豊田市梅坪町１－１５

チラシ設置スペースに設置されています。

豊田市猿投台交流館 Tel：0565-45-2838

住所 ：愛知県豊田市青木町２－５６－２６

エレベーターの隣に設置されています。

ココ

豊田市小原交流館 Tel：0565-65-3711

住所 ：愛知県豊田市永太郎町落６８１－１

受付カウンターに設置されています。

ココ

豊田市猿投北交流館 Tel：0565-45-5480

住所 ：愛知県豊田市加納町西股67

チラシ設置スペースに設置されています。

豊田市浄水交流館 Tel：0565-42-5920

住所 ：豊田市大清水町大清水１２－１

公衆電話の横に設置されています。

ココ

豊田市末野原交流館 Tel：0565-26-6200

住所 ：愛知県豊田市豊栄町11-36-1

受付カウンターに
設置されています。

ココ

豊田市崇化館交流館 Tel：0565-33-0750

住所 ：愛知県豊田市昭和町２－４６

血圧計の横に設置されています。

ココ

豊田市高橋交流館 Tel：0565-88-4887

住所 ：愛知県豊田市高橋町３－１００－１

チラシ設置スペースに設置されています。

ココ
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豊田市藤岡南交流館 Tel：0565-75-1707

住所 ：豊田市西中山町後田９６－１

受付カウンターに設置されています。

ココ

豊田市豊南交流館 Tel：0565-27-2866

住所 ：愛知県豊田市水源町１丁目11番地

受付カウンターに設置されています。

チラシスペースに設置

豊田市保見交流館 Tel：0565-48-3403

住所 ：愛知県豊田市保見町四反田121-1

豊田市前林交流館 Tel：0565-52-5474

住所 ：愛知県豊田市前林町行田29

受付カウンターに設置されています。
受付カウンターに設置されています。

豊田市益富交流館 Tel：0565-80-3520

住所 ：愛知県豊田市志賀町稔台３０

入口正面の本棚に設置されています。

ココ

豊田市美里交流館 Tel：0565-80-1697

住所 ：愛知県豊田市美里４－９－６

受付カウンターに設置されています。

ココ

豊田市竜神交流館 Tel：0565-29-1819

住所 ：愛知県豊田市竜神町新生１１５－２

公衆電話の横に設置されています。

ココ

豊田市若園交流館 Tel：0565-53-0028

住所 ：愛知県豊田市花園町塩倉28-9～15

受付カウンターに設置されています。

仮設交流館で運営中
（2023年春頃改築移転予定）
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豊田市若林交流館 Tel：0565-52-3858

住所 ：愛知県豊田市若林東町沖田124

受付カウンターに設置されています。


