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　徳川家康の天下統一とともに整備が進めら
れた東海道。江戸時代の旅は、宿ごとに人と馬
を交替して運ぶ人馬継立（つぎたて）だったた
め、各宿場には人馬や大名の宿泊、休憩のた
めの本陣などが置かれ、53宿を継ぐ東海道は

　江戸時代後期になると、町人や百姓などの
庶民も東海道を旅するようになります。伊勢神
宮や金毘羅宮への参詣が憧れとなり、弥次喜
多の珍道中を描いた『東海道中膝栗毛』がベ
ストセラーになりました。歌川広重による浮世絵

木版画のシリーズ『東海道五拾三次之内』も大
流行。当時の人々は、53の宿場風景を描いた
広重の作品を眺めては、東海道の旅へ想いを
馳せていたのです。
　今回ご紹介する「蒲原～由比～興津」間は、
街道の風情が漂う宿場町と薩埵峠からの絶景
が楽しめる、東海道歩きの中でも人気のコース。
広重の『蒲原 夜之雪』が有名な蒲原宿は、なま
こ壁や格子戸など江戸時代から続く町屋が残
され、由比では広重作品を多数収蔵する「静
岡市東海道広重美術館」や公園として整備

された本陣跡など、歴史を学べるスポットも
たくさんあります。
　また、名物の桜えびも旅のお楽しみ。秋
漁シーズンの今なら、獲れたてをいただくことも
できます。かつての難所、薩埵峠では、海の向こ
うに富士山を望む、広重が描いた『由井 薩埵
嶺』そのままの絶景が広がっています。
　車で通り過ぎると小さな町にも、じっくり歩け
ば、新しい発見や懐かしさを感じる出会いがあ

をのんびり歩いてみませんか。
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静岡市東海道広重美術館 蔵

静岡市東海道広重美術館 蔵

爆発的な人気を得た広重の出世作・代表作である「保永堂版」。実際には降らない雪
を描いた『蒲原 夜之雪』（右）、薩埵峠から見た駿河湾と富士が美しい『由井 薩埵
嶺』（左）は、当時とくに人気の高かった一枚。

古灯具から近代の照明まで
1000点以上のあかりを展示す
る｢由比宿 東海道あかりの博
物館｣。　由比駅前の商店街「由
比桜えび通り」。 広重作品に描
かれたと思われる場所に建つ
「蒲原 夜之雪」記念碑。　蔀戸
（しとみど）など安政建築そのま
まの部屋をもつ志田邸。蔀戸と
は雨風や陽を遮る戸で、昼間は
金具で持ち上げ、日除けとして
使われた。　古い街並みが残り
趣き深い倉沢地区。薩埵峠の登
り口にあり、眺望が素晴らしいこ
とから休み茶屋も多く、旅人が
休息をとっていた。　薩埵峠で
は、江戸時代当時と同じ険しい
山中を登り、同じ富士山と駿河湾
の絶景を眺めることができる。
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歌川広重の東海道シ
リーズは実は20種以
上ある。『雙筆（そうひ
つ）五十三次』は、三代
豊国（歌川国貞）が人物
を、広重が風景を描い
た合作の東海道シリー
ズ。宿場に関連する当
時の風俗が描かれてい
るのが興味深い。
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春埜製菓

志田邸

本町薬局

旧五十嵐歯科医院
由比本陣公園

蒲原駅

新蒲原駅

新蒲原

由比駅

旅籠和泉屋・
お休み処

桜えび
天日干し場

静岡市東海道広重美術館

夜之雪
記念碑

浜のかきあげや
由比漁港

●

間宿西倉沢
地区の街並み

由比宿 東海道
あかりの博物館

薩埵峠

特集

江戸の旅人気分で
歴史宿をハシゴ歩き

由比・蒲原

～宿場町の面影を残す街並みを歩く旅～

歩くだけで懐かしい気持ちになれる。
歩くからこそいろいろな出会いがある。
ノスタルジックなひとときを過ごしに
出かけましょう。

写真提供：静岡県観光協会

※天日干しは出漁期間に行われますが、天候により行われないこともあるのでご確認下さい。 

[秋の漁期]10月下旬～12月下旬
[天日干し時間]7：00～9：00頃　14：00頃干したものを回収
[交通]ＪＲ新蒲原駅徒歩５０分（タクシーで約１０分）
[問合せ]蒲原支所地域振興係　TEL.054-385-7730

～季節の風物詩桜えびの天日干し～

日本で唯一、駿河湾でしか獲れない桜えび。春
と秋の漁期には、富士川河川敷が天日干しの
桜えびで一面ピンク色に染まります。富士山
を背景にした光景が見られるのはここだけ！

※桜えび休漁期間中は金・土・日のみ営業

TEL.054-376-0001
[営業時間]10：00～15：00

[定休日]月曜・祝日の翌日・年末年始

～由比漁港を楽しもう～

由比港漁協では、サクサクのかき揚げが食べ
られると評判の「浜のかきあげや」や、特産品
の直売所があるほか、「浜の市」や「料理教室」
などが開催されています。

秋漁シーズン到来！

桜えびの
おいしい話

秋の一大イベント！

■春埜製菓 ※駐車場はありません。JR新蒲原駅下車
蒲原町内「無料シャトルバス」運行。　［問］054-385-3185（蒲原商工会）

11月16日（日）
東海道中膝栗毛にも登場する「たまご餅」
東海道中膝栗毛に「さとう餅」の名で登場する由比名物。
つやつやした白い餅の皮でこしあんを包んだその
姿から、いつしか「たまご餅」と呼ばれるように。
江戸時代は数軒の茶店で売られていましたが
現在は1軒のみ。伝統の味を今日に伝えています。

10時～15時 [小雨決行]

蒲原宿場まつり＆産業フェア
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静岡市東海道広重美術館

●静岡市清水区蒲原3-19-28 
●TEL.054-385-7557●10：00～15：00
●月・火・木・金曜休（祝日の場合を除く）
●入館料　大人300円

志田邸

●静岡市清水区蒲原3-23-3
●TEL.054-385-2023
●9：30～16：30（11月～翌2月は16：00まで）
●月曜・祝日の翌平日、年末年始（12/26～1/5）休

旧五十嵐歯科医院

●静岡市清水区由比297-1
●TEL.054-375-5166（東海道由比宿交流館）

由比本陣公園

●静岡市清水区蒲原3-25-3
●TEL.054-385-7111
●9：30～16：30（11月～翌２月は16：00まで）
●月曜・祝日の翌平日、年末年始（12/26～1/5）休

旅籠和泉屋・お休み処

由比宿の本陣跡地に建つ、
歌川広重の名を日本で最初
に冠した美術館。『東海道五
拾三次之内』（保永堂版）を
はじめ約1400点の版画を
収蔵し、浮世絵と現代美術を
つなぐ企画展などが随時開
催されています。

安政の大地震(1855年)の
時も倒壊を免れた旅籠で、2
階の手すりや看板掛けなど
は当時のまま。現在はお休み
処として喫茶や軽食が楽しめ
るほか、地元に伝わる駿河裂
織の体験もできます。
国登録有形文化財。

安政の大地震後に再建され
た商家で、醤油や味噌の醸造
を営んでいました。蔀戸（しと
みど）や箱階段、帳場など江
戸時代の面影が随所に見ら
れます。「東海道町民生活歴
史館」を併設。
国登録有形文化財。

大正３年頃に町家を改築した
擬洋風建築。町家の骨格に
ガラスと下見板をはめ込む
など洋風の意匠を取り入れ
ています。2階には診療室
や、名士が利用した待合室な
ども見られます。
国登録有形文化財。

江戸時代に参勤交代の大名
が宿泊した本陣の跡地に整
備された公園。地元の情報
が手に入る「東海道由比宿交
流館」や茶室や庭園を備えた
記念館「御幸亭」があり、散策
の途中に休憩することもで
きます。

■浜のかきあげや

毎年多くの人でにぎわう、蒲原の秋の一大イベン
ト。桜えびや削り節、豊かな農産物などの展示販売
をはじめ、地元に伝わる手仕事の数々や、伝統芸能
など、見どころ満載です。
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●静岡市清水区由比297-1●TEL.054-375-4454
●9：00～17：00（入館は16：30まで）
●月曜（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/28～1/5）休
●入館料　一般510円

静岡市清水区由比北田92　TEL.054-375-2310（月曜休、祝日の場合は翌日休）



おいしい食べ物や特産品、
文化や伝 統を守る職人さ
ん…知っているようで知ら
ない地元のいろんな「色」
にフォーカスするシリーズ。

今回は、川根本町の
「やんばいスイーツ」を
ご紹介します。

「やんばいスイーツ」とは、“川根茶の産地に
ふさわしい、新しいお茶請け”をテーマに誕生
した川根本町の新名物。まちづくりの一環と
して、2012年から町内の製菓店、飲食店、茶
農家をはじめ、一般の人々からもアイデアを
募り、試作品を製作。その後、町内外の人たち
による審査会を経て、人気を集めた2作品が
商品化されています。

川根茶に合う新名物スイーツ！
茶農家の方々が、訪れた人たちに自慢の川根
茶を無料で楽しんでもらおうと始めた「川根
茶縁（ちゃえん）喫茶」。お茶畑とそばを流れ
る大井川ののどかな景色と、SLの汽笛が響く
中、農家の人たちとのおしゃべりに花を咲か
せるのも一興。「やんばいスイーツ」と合わせ
て、おいしい川根茶を楽しんでみてはいかが
ですか。
※「川根茶縁喫茶」開催農家と開催日は毎月変わり
ます。川根本町HPでご確認ください。

地元のおもてなし、川根茶縁喫茶

審査会で1位となったのは、“川根らしさ”を追求した菓子づ
くりが評判の菓子職人・伊藤繁彦さんが開発した干柿を使
った大福「まんてん星柿」。周囲の山に柿の木が多いことか
ら、柿を使った羊かんや最中を手掛けた経験を活かし、干し
柿と白あん、生クリームがマッチした絶品スイーツを完成。
一つひとつ手作りの逸品です。

自家栽培の川根茶とブルーベリー、地元産の柚子。特産品
を取り入れたかわいらしい3種の大福は、生チョコ、生クリ
ーム、白あん、求肥の4層構造が特徴。測量隊メンバーとし
て剣岳初登頂を果たした生田信さん創業の「ノンキ堂」3
代目ご主人とご家族で試行錯誤を繰り返し完成したのだと
か。上品な浅蒸茶と合わせるのがおすすめ。

★やんばいとは?
地元の方言で、「やんばい」＝いい塩梅
（あんばい）のこと。
天気の良い日の挨拶に「やんばいです」
と言ったりします。

昇陽堂

現在、お茶を使った
パウンドケーキも開発中です！

榛原郡川根本町千頭1178
TEL.0547-59-2071

[営業時間]8：00～19：00 日曜休

川根にお越しの際は
ぜひお立ち寄りください

★「まんてん星柿」はここで買えます

★「ひとくち大福 チョコざい」はここで買えます

榛原郡川根本町地名260-11
TEL.0547-56-1312

[営業時間]8：00～18：00 不定休

ノンキ堂生田商店

店主　伊藤繁彦さん
パッケージにも
こだわりあり

コロンとした形も
キュート

生田八朗さん（上）・生田悦子さん（左）・生田ひで子さん（右）
生田信さんがモデルとして登場する小説・映画｢劔岳・点の記｣パネル前で。

干し柿＆白あん＆生クリーム入りの｢まんてん星柿｣



◎次回は、
JA職員お薦めの
『□□□□□□□□□』を
ご紹介します。お楽しみに！

最近のイチ押しは、
出来たてアツアツの
特製テイクアウトピザ。
ボリュームたっぷり
14インチ！

友達とのパーティに
おすすめです

JAハイナン 山本衣穂さんおすすめ
おひさま食堂

JAハイナン 神戸支店　山本衣穂

◎次回は、
JA職員お薦めの
『地元の歴史を学べる
場所・施設』をご紹介します。
お楽しみに！

今回は…『地元食材を堪能できるグルメスポット』をご紹介します。
あなたの街のJA職員がこっそり教えるおすすめSPOT。地元で評判のその理由、その魅力をご紹介！

※掲載データは2014年10月のものです。発行後に変更になる場合がありますので、お出かけの際には電話等で事前に確認されることをおすすめします。

昨年４月にリニューアル
オープンしたアクティ森
の中にある「森のレスト
ランかわせみ」。地元で
採れた野菜を使用した
料理はどれも格別。「季
節のかわせみ御膳」は、
煮物、和え物、揚げもの
など、いろいろ味わえて
人気です。日常の忙しさ
を忘れて、豊かな自然で
心癒され、絶品料理で舌
鼓なんて贅沢な時間を
過ごしてみませんか。

森の椎茸や山菜を
使ったパスタ
もおすすめ。

森町の里山の自然を
感じるお食事が
楽しめますよ♪

JA遠州中央 萩原央恵さんおすすめ
森のレストラン かわせみ

JA遠州中央 天方支店　萩原央恵

周智郡森町問詰1115-1 
TEL.0538-85-0115
（営）11：30～15：00（オーダーストップ 14：30）
定休日:水曜日（祝日営業）、年末年始 
http://actymori.jp/eat/#kawasemi

浜名湖（奥浜名湖）が見
渡せる三ヶ日町鵺代に
店舗を構えるうなぎ専
門店。特に焼き方にはこ
だわりがあり、表面がパ
リっとなるような仕上が
りに。うなぎ以外にも三
ヶ日牛を使用したステー
キ重や浜名湖産の生し
らす丼もあり、どのメニ
ューもおすすめです。三
ヶ日へお越しの際は、ぜ
ひ、お立ち寄りください。
 

JAみっかび 夏目久美さんおすすめ
うなぎ 千草

JAみっかび 本所　夏目久美

浜松市北区三ヶ日町鵺代4-1 
TEL.053-524-0809
（営）11：00～14：30　16：30～20：00（ラストオーダー19：30）　
無休（12/31、1/1除く）　
http://unagi.chigusa-mikkabi.com/

富士宮市や富士地区の
農畜産物・水産物がフラ
ンス料理として味わえる
素敵なお店です。石川光
博オーナーシェフは、フラ
ンスのミシュラン星付き
レストラン数店で腕を磨
き、アフリカコートジボワ
ール在日本大使公邸料
理人としても活躍した人
物。富士宮産のおいしい
産物がさらにおいしさを
増して口に広がります。
 

テーブル席もありますが
カウンターでシェフと
話しをしながら

料理が楽しめるのも
『Mitsu』の特徴。
本物をお客様に

ということで予約必須

ＪＡ富士宮 佐藤夏帆さんおすすめ
フレンチレストラン Mitsu 

ＪＡ富士宮 本店　佐藤夏帆

富士宮市小泉2343-102 
TEL.0544-22-4439
（営）11：30～14：30 18：00～21：00　定休日/月曜　
http://www.restaurant-mitsu.com

「すそのブランド」に認定
された「あしたか山麓裾
野そば」の地産地消のお
店です。裾野市のＪＡふ
れあい市のすぐ横にある
店内から富士山を一望
できます。寒暖の差があ
るあしたか山麓で栽培さ
れたそばは風味豊かな
香りの高さが特徴で、手
打ちの二八そばは大変
人気があります。おすす
めメニューは天ざるそば
と期間限定メニューです。

隣接の農産物直売所
『JAふれあい市』では、
新鮮なお野菜や
加工品などの

お買物もできますよ

ＪＡなんすん 杉山彩香さんおすすめ
あしたか山麓裾野そば 五竜庵（ごりゅうあん）

ＪＡなんすん 本店　杉山彩香

裾野市佐野1087-1 
TEL.055-992-2001
（営）11：00～14：00 定休日：火曜 
http://nansun.ja-shizuoka.or.jp/soba/index.html

榛原郡吉田町神戸2143-18 
TEL.0548-23-9755
（営）昼11：00～15：30（最終入店 14：30）夜17：30～22：00（最終入
店 20：30） 定休日：月・火・水・木曜のディナータイム（団体様要相談）
http://ohisamasyokudo.web.fc2.com/index.html

浜名湖を眺めながらの
カウンター席も
おすすめ。

絶景のロケーションを
目の前に、新鮮な
うなぎが味わえます

東名吉田ICから約1km
南下すると、右側に教会
のような緑のとんがり屋
根。ここが新鮮なとれた
て野菜や魚介、肉を使っ
た料理をブッフェスタイ
ルで味わえる「おひさま
食堂」です。季節の食材
をふんだんに使い、心と
身体を癒し元気が生ま
れる食堂。ご家族、お友
達とのお食事会に最高
です！



相続税の改正
～税制改正に備えて、いまから相続税対策を～

相続税の改正によって、
平成27年1月1日以降の相続税の基礎控除が引き下げられ、
税率についても大幅な見直しが行われます。
どんな影響があるのか、改正ポイントをご紹介します。

土地・建物や預貯金等の財産から、借入金や葬式費用等の債務を引いたものに、対象となる生前贈与財産を加算したもの。
生命保険金・退職手当金については、非課税限度額（500万円×法定相続人の数）を超えた部分のみを加算します。

親などから財産（正味の遺産額※）を相続した場合、
基礎控除額までは相続税がかかりません。
今回の改正により、基礎控除額は以下のように引き下げられます。

基礎控除額が引き下げられます

平成２７年１月１日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用

5,000万円＋1,000万円×法定相続人の数

相続税を支払う人の割合

[例]夫が死去し、妻と子２人が財産を相続する場合

法定相続人 基礎控除額 基礎控除額

6,000万円

7,000万円

8,000万円

9,000万円

1億円

1人

2人

3人

4人

5人

法定相続人

1人

2人

3人

4人

5人

3,600万円

4,200万円

4,800万円

5,400万円

6,000万円

※正味の遺産額とは

ポイント

1
改正前

改正前

改正後

改正前 改正後

改正後

〈基礎控除と税率について〉

3,000万円＋600万円×法定相続人の数

相続税を支払う人は、平成24年に相続を開始した方では全体の4.2％でしたが、相続税が改正されると、
全体の6％台くらいまで増えると予想されています。地価の高い都市部に不動産を所有している方は、
相続税の申告が必要になる場合も想定されます。　（政府調査会で示された資料より）

「5,000万円＋1,000万円×3人」、8,000万円まで相続税はかからない。

「3,000万円＋600万円×3人」、4,800万円超から相続税がかかる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

！

相続税

！

%

7

5

3 60 62 3 10 15 20 25

6.4

7.9
6.8

5.3
4.4 4.2

年

6%台程度



税理士　吉川和章

ふだんの生活の中で、相続の話題は出しにくいものですが、相続とは単なる手続ではなく、
“家族の大切な思い”も受け継いでいくものです。相続が発生してからでは、相続税対策は間に合いません。

家族で話し合ったり、専門家に相談したりする等、余裕をもって考えていきたいものですね。

★相続税対策はお早めに★

格差是正、富の再分配機能強化の観点から、相続税の基礎控除が引き下げられるとともに、
税率の大幅な見直しが行われます。これまで、相続税の最高税率は50％でしたが、改正後は55％まで
引き上げられました。これからは、相続財産が2億円を超えると、かなりの税負担となります。

相続税率が上がりますポイント

2

相続には一次相続と二次相続があります。
たとえば、夫か妻が先に亡くなり、残された配偶者と子が相続することを「一次相続」、
その後、配偶者が亡くなり、子が相続することを「二次相続」といいます。

相続税への影響ポイント

3

相続税の速算表
 [H27.1.1～] [～H26.12.31]

－

50万円

200万円

700万円

1,700万円

4,700万円

10%

15%

20%

30%

40%

50%

1,000万円以下

3,000万円以下

5,000万円以下

1億円以下

3億円以下

3億円超

－

50万円

200万円

700万円

1,700万円

2,700万円

4,200万円

7,200万円

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

1,000万円以下

3,000万円以下

5,000万円以下

1億円以下

2億円以下

3億円以下

6億円以下

6億円超

1億円

3億円

5億円

10億円

20億円

100万円

2,300万円

5,850万円

1億6,650万円

4億950万円

＋215万円

＋560万円

＋705万円

＋1,160万円

＋2,490万円

315万円

2,860万円

6,555万円

1億7,810万円

4億3,440万円

正
味
の
遺
産
額（
基
礎
控
除
前
）
※配偶者の相続する財産が法定相続分又は１億6,000万円以下であれば、
配偶者には相続税がかかりません。ただし、相続税の申告書の提出は必要です。

一次相続への影響

配偶者と子２人が相続人である場合

残された配偶者と子が相続する「一次相続」の場合は、
『配偶者控除』の制度を使えば、配偶者は法定相続分
（遺産の２分の１）以内なら相続税はかからず、
1億6,000万円までは非課税となります。

二次相続への影響
すでに夫か妻が亡くなっている家庭で、
配偶者が亡くなり、子が相続する「二次相続」の場合です。
一次相続のような配偶者の特別控除がないので、
税負担が大きくなります。

改正前 改正後

1 2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法定相続分により相続したものとして計算。
配偶者の税額軽減適用後※の金額

改正前
[～H26.12.31] 増加額改正後

[H27.1.1～]
正
味
の
遺
産
額（
基
礎
控
除
前
）

増加額改正前
[～H26.12.31]

改正後
[H27.1.1～]

＋80万円

＋640万円

＋920万円

＋1,410万円

＋2,400万円

80万円

1,840万円

4,920万円

1億5,210万円

3億9,500万円

0

1,200万円

4,000万円

1億3,800万円

3億7,100万円

5,000万円

1億5,000万円

2億5,000万円

5億円

10億円

控除額税率 控除額税率

ま と め

一次相続・二次相続

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

各取得分の金額 各取得分の金額

子のみが相続人である場合
相続人は子２人、配偶者が相続した一次相続分が

そのまま二次相続されると仮定



■編集後記

〒422-8621　静岡市駿河区曲金三丁目8番1号
TEL.054-284-9666 FAX.054-284-9902
http://www.jabank-shizuoka.gr.jp

発行元　
静岡県信連JA企画推進部

応募方法

2014年12月31日（当日消印有効）
●プレゼント当選者の発表は、
　賞品の発送をもって代えさせて
　いただきます。

〒422-8621
静岡市駿河区曲金三丁目8番1号　
静岡県信連JA企画推進部　
『JAmp』プレゼント係

個人情報の
取り扱いについて　

皆様からお預かりした個人情報につきましては、『ＪＡｍｐ』誌面作成の参考、
プレゼント送付に必要な範囲でのみ利用させていただきます。
法的開示要請以外に、ご本人の同意なく第三者への提供は致しません。

宛　　先

応募締切

2014/11 第15号
歌川広重の「東海道シリーズ」といえば、「保永堂版」が一般的に広く知られていますが、他にも魅
力的な「五十三次」があるのをご存じですか。今回ご紹介した「雙筆（そうひつ）五十三次」もそのひ
とつ。美人画で江戸末期の超売れっ子だった三代豊国との合作というユニークなシリーズです。
「由井」では二人の女性がそれぞれ武器をもって組み合う様子が描かれていますが、これは地元出
身の軍学者・由井正雪を暗示しているのだとか。「蒲原」では、旅人を強引に引き止める宿場名物の
「留女（とめおんな）」と、まんざらでもなさそうな旅人がユーモラスに描かれています。東海道広
重美術館は、そんな広重のさまざまな東海道シリーズに出会える場所。ぜひお出かけくださいね。

官製ハガキに①郵便番号②住所③氏名
④年齢⑤電話番号⑥希望賞品（第１希
望・第２希望）⑦本号の感想や「こんな特
集を読みたい」というご意見を明記の上、
下記宛先までご応募ください。

今回の『JAmp』はいかがでしたか？
あなたのご意見、ご感想をお聞かせください。

アンケートにお答えいただいた方の中から
抽選で、ご希望の商品をプレゼントします。

お米券2kg
…10名様

見本

南部鉄器ティーポット
…1名様
400年の歴史を持つ岩手の
伝統工芸、南部鉄器の急須。
おいしくお茶がいただけて、
しかも鉄分も取ることができ
ます。

PILOT「COCOON」ボールペン
…3名様

●JAバンク静岡ホームページでは、『JAmp』最新号をはじめ、バックナンバーもご紹介しています。トップページよりご覧ください。

がま口＆和菓子根付のセット
…3名様
和モダンながま口と、カステラ、たい焼き、
兎まんじゅうの根付のセットは、
懐かしい気持ちにさせてくれるアイテムです。
※色・種類はお選びいただけません。

ミニトートバッグ＆マグネット
ブックマークのセット…2名様
黒ネコ柄がキュートなバッグは、文庫本や
小銭入れ、携帯電話などを入れるのに
ちょうどいいサイズ。散歩のお供にどうぞ。
※色はお選びいただけません。

握り心地、書き心地のよさで
ペン好きの間でも評価の高いボールペン。
メタリックカラーもおしゃれです。
※色はお選びいただけません。

対　　　　　象　期間中、定期貯金を新規で20万円以上お預けいただ
　　　　　　　　いた個人の方
抽選権付与基準　ご契約20万円ごとに抽選権を1本付与。
　　　　　　　　　※抽選日以前に解約された場合、抽選権は無効となります。

賞　　　　　品　特選和牛「静岡そだち」500g
当　選　本　数　1ユニットあたり30本
抽選・当選結果　キャンペーン期間終了後、静岡県信連内キャンペーン事
　　　　　　　　務局にて厳正なる抽選の上、当選者を決定いたします。
　　　　　　　　（抽選日：2015年2月6日〈金〉予定）当選者の発表は、
　　　　　　　　商品の発送をもって代えさせていただきます。
　　　　　　　　（発送：2015年3月以降）

期間中、定期貯金を
ご契約の方の中から
抽選で当たる！

※調理イメージ

500g

※イメージ

JAバンクはどなたでもご利用いただける金融機関です

ＪＡ伊豆太陽
ＪＡ三島函南
ＪＡ伊豆の国

ＪＡあいら伊豆
ＪＡなんすん
ＪＡ御 殿 場

ＪＡ富 士 市
ＪＡ富 士 宮
ＪＡし み ず

ＪＡ静 岡 市
ＪＡ大 井 川
ＪＡハイナン

JA掛 川 市
JA遠州夢咲
JA遠州中央

JAとぴあ浜松
JAみっかび
JA三方原開拓

※キャンペーン内容につきましては、JAにより異なる場合がございます。
詳しくは各JA窓口までお問い合わせください。


