


　浜松秋葉街道を天竜川沿いに北上すると、
船明ダム湖畔に旧国鉄佐久間線の廃線トンネ
ルを利用したワインセラーがあります。佐久間線
は、旧国鉄が二俣線遠江二俣駅（現天竜二俣
駅）と飯田線中部天竜駅を結ぶ路線として建
設が始まり、途中で中止となった幻の鉄道です。
未成線跡は、旧国鉄清算事業団から旧天竜市
に無償譲渡され、現在は浜松市が管理してい
ますが、これまではトンネルは閉鎖され、立ち入り
できない状態でした。
　「トンネルをワインセラーとして活用できないか」。

そう考えたのが、天竜の自然と風土に魅せら
れ、この地に移住した山本六二郎さん。前職で
欧州ワインの輸入を手掛けた経験から、“天然
の貯蔵庫”となりうるトンネルに着目、過疎化が進
むまちに活気を取り戻せればと構想を練り、地
元有志らと市民グループ「地域産業観光研究
会」を発足しました。その研究会で浜松市から
相津（そうづ）・山王の2つのトンネルを賃借し、
2009年、相津トンネルを“天然のワインセラー”と
してよみがえらせたのです。
　天竜杉の重厚な扉で閉ざされたトンネル内は、

静寂そのもの。中に入ると、夏はひんやり、冬は
ふわりと暖かく、霧の中にいるような湿気を感じま
す。内部の気温は年間を通して16～18度、湿度
は70～80％。空調機器などを使わずとも、ワイン
の貯蔵に最適な環境が保たれるエコな空間に
なっています。一方、トンネルを出れば、目の前に
は地のうまいものがたっぷりある道の駅や、カヌ
ー、屋形船、バーベキューなどが楽しめるマリー
ナが。トンネルの中で静かに目覚めの時を待つワ
インと、アクティブな季節のレジャー。その対比もま
た魅力の天竜の里に足を延ばしてみませんか。

　全長約1170mのトンネルは未貫通のため洞窟のよう。
重厚な天竜杉の扉により、入口から最深部までほぼ一定の
温度に保たれている。　扉に施された彫金は、研究会メン
バーでもある静岡文化芸術大学の山本教授による作品。
天竜杉の扉は「はままつ広告景観賞2014」の店舗・施設
部門で部門賞を受賞した。　セラー内には販売用のワイン
もあり、約10カ国のおすすめワインが棚の上に並んでいる。
　販売用ワインの一部は試飲できる。貴腐ワインなど貴重
なワインの味を体験できることも。　旧国鉄佐久間線の高
架の橋脚の跡。この上に線路が敷かれ、列車がトンネルを
抜けて走る予定だった。　ラックの中で熟成の時を重ねる
ワイン。利用者は県内だけでなく首都圏在住の人も多い。
　相津マリーナには初心者でも楽しめるレンタルカヌーもあ
る。　近隣には石臼挽きの手打ち蕎麦がいただける「百古
里庵」もある。
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特集

天竜・船明ダム湖周辺で
のんびり、爽快な1日。

浜松ワインセラー

～初夏におすすめのアクティビティスポット～
天竜の山々、川、そして湖。
水と緑の美しい景色の中で、
ちょっとノスタルジックに、
ときにはアクティブに、
大人の休日を楽しみましょう。

蕎麦道楽道の駅・天竜相津

[お問い合わせ]
TEL.053-924-0089（地域産業観光研究会）※木曜定休
http://www.tabi-ru.co.jp/cave/

[アクセス]

タイムカプセル

1本からワインセラーオーナーに！

はままつ・ふなぎら湖・海の駅
花桃の里天竜相津マリーナ

お話をうかがったのは

浜松ワインセラーの利用について

相津トンネル内では、新茶をひと夏熟成させる取り組みも行っていま
す。熟成させたお茶は掛川深蒸し茶「秘壷蔵（ひこぞう）」として秋から
販売。涼しいトンネルの中でじっくりと熟成することで深みが増し、まろ
やかな味わいが生まれると好評です。

保管料金1ヶ月50円×12ヶ月×5年契約=3,000円（税別）を
1口（最高2口まで）。5年内の発送や延長保管も可能。

Aラック（幅100cm、高さ85cm、奥行80cm）15,500円（１年間）
※ワインボトル100本前後入庫可能
土日祝日営業　（営）11：00～17：00 （8～11月は～18：00）

築140年ほどの古民
家を改装。厳選した玄
蕎麦を昔ながらの石臼
で挽いたこだわりの蕎
麦が食べられる。名物
は蕎麦粉10割の「田
舎蕎麦せいろ」。ギャラ
リーも併設。

天竜川や船明ダム湖
で気軽に遊べるアウト
ドアフィールドの拠点。
風や波が少ないので、
初心者でもカヌーやボ
ート遊びができるほか、
屋形船、バーベキュー
も楽しめます。

船明ダム湖畔の憩い
の場。歩行者・自転車
専用の「夢のかけはし」
の起点でもある。季節
の野菜、花桃カレー、
花桃ソフトクリーム（い
ちご味）、小麦まんじゅ
うが人気。

百古里（すがり）庵

浜松市天竜区横川160　
TEL.053-924-0088
（営）11：00～蕎麦が終わり次第終了
（土日祝11：00～17：00）、
12月～2月は11：00～蕎麦が終わり次第終了　
木曜定休

浜松市天竜区相津85-2　
TEL.053-923-0433　（営）9：00～17：00
（営）屋形船：年末年始を除く毎日
　　カヌー・ボート：3月～11月毎日、12月～2月土日祝のみ
　　バーベキュー：3月～11月

浜松市天竜区大川31-10　
TEL.053-923-2339
（営）9：00～17：00（食堂10：30～15：00）
火曜定休（祝日は営業）

鉄道/天竜浜名湖鉄道・天竜二俣駅からタクシーで10分（道の駅花桃の里よりすぐ)
遠州鉄道・西鹿島駅からタクシーで15分
自動車/新東名・浜松浜北ICより約15分、東名・浜松ICより約50分

ワインは1年寝かせる
だけでも味が変わります。
特別な日のために
熟成させるワインと一緒に
お客様の夢もお預かり
したいと思います。

浜松ワインセラー

天竜ボート場

道の駅
くんま水車の里

湖畔の森

夢のかけはし

湖畔の家

本田宗一郎
ものづくり伝承館

鳥羽山公園

天竜二俣二俣本町

西鹿島

道の駅
いっぷく処横川

百古里庵

天竜相津マリーナ

道の駅花桃の里

新東名高速道路

天竜浜名湖鉄道

周辺の立ち寄りスポット

浜松浜北IC

浜
松
↓

掛川→

秋野不矩
美術館

船明ダム

船明ダム湖
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旅の記念にオススメなのが、ワインを1本から保管できる「タイムカプ
セル」。1本か2本を1口として、セラー内ショップで購入したワインが1
ヶ月50円で預けられる。子どもの成人式祝い、結婚記念日、退職祝
いなど未来の大切な記念日まで熟成させてみてはいかが。

ワインに合うおいしいものを地元で作ることを目的に、ホワイトアスパ
ラガスを栽培。完全に日光を遮断できるトンネルは軟白化栽培にぴっ
たり。この他、黄ニラやたんぽぽなども栽培しています。将来的には市
内のレストランや直売所で販売する地産地消を目指しています。

相津トンネルでは新茶の熟成も

山王トンネルでアスパラガス栽培

ふ な 　 ぎ ら

地域産業観光研究会・会長
株式会社浜松ワインセラー・代表取締役

山本六二郎さん



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、織物の産地から
新しいテキスタイル※を発信する
2つの生地メーカーの
注目アイテムをご紹介します。

江戸時代、日本でも有数の綿花の産地だった
遠州地域。栽培農家が副業として綿織物の生
産を始め、明治時代には紡績工場ができ地場
産業として発展。織布、染色などの工場が集
まる日本三大綿織物の産地の一つとなりまし
た。その後、別珍・コール天や、注染のゆかた
地などの特色ある織物も生まれました。

遠州織物の歴史
クオリティの高さで海外有名ブランドからも
支持されている遠州織物。その名と、高度な
技術を広く知ってもらおうと、新しい生地の
開発や独自のブランドづくりに取り組んでい
ます。男性用夏服「サムライ・シャツ武襯衣
（MUSHA）」や、バッグ、服飾小物などの、オリ
ジナル製品が注目を集めています。

遠州織物のいま

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

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

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

お問い合わせ
TEL.053-592-1249

進化する遠州織物～「生地を織る」ことへのこだわり～

極細の糸で織られた、この上なく軽やかな生地
「福田織物」発 「光透けるストール」

貴重な「ワールドプレミアムコットン」を「120番手」とい
う極細の糸に加工し、さらに織り上げることに成功した
福田織物。その高度な技術は世界的な有名ブランドから
も注目されています。その生地で作った「光透けるスト
ール」は定番サイズでわずか45gという軽さ。ふわっと
首に巻くと驚くほど柔らかく軽やかです。

髪の毛より細い糸を織ることができる「福田織物」の織機。織機の「目」に糸を通すのはすべて人の手というから驚きだ。

お問い合わせ
TEL.0537-72-2517

福田織物 企画マネージメント
リーダー 山田恭子さん

http://fukuda.ocnk.net/オンラインショップ

古橋織布 企画営業・デザイナー
濱田美希さん

注文はウェブサイトでも受付。
http://www.furuhashi-weaving.co.jp/ 

「光透けるストール」は
当社初の自社ブランド商品。
これからもクオリティと
デザインにこだわって、
工場発のオリジナル製品を
発信していきたいと思います！

いつかは地元産のものを
使いたいと思って、
染料にはこの地域で

とれるものを選んでいます。
遠州織物の魅力を
若い世代の人たちにも
伝えたいと思っています！

イチゴ、ミカン、ゴボウなどで染色した生地を使用
「古橋織布」発 「天然染糸のバッグ」

約80年の歴史を持つ古橋織布は、昔ながらの低速のシ
ャトル織機で、素材の持つ“風合い”をそのままに織り上
げるのが特長。スタッフの濱田美希さんがデザインする
「oriya」のバッグは、イチゴ、ミカン、ゴボウなどの色素を
抽出し染めた糸で織った、やさしい色合いの生地が魅力。
裏地の色や柄へのこだわりもメーカーならでは。

「機屋」オリジナル商品に注目！

福田織物オリジナル
コーデュロイ
「BECCO」を使用した
1点物のベア

※テキスタイルとは…
　服飾、インテリアに
　使用される織物、
　布地のこと。



JA職員の口コミ情報

今回は…『特別な日に訪れたいとっておきのレストラン』をご紹介します。 

「わが街の新名所」
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2015年4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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

口コミ
情報

WAI
WAI

WAI
WAI

◎次回は、
JA職員お薦めの
『□□□□□□□□□』を
ご紹介します。お楽しみに！
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◎次回は、
JA職員お薦めの
『季節を感じる場所』
をご紹介します。
お楽しみに！

ＪＡ静岡市豊田支店のそ
ばにあるカジュアルなレ
ストランです。以前、支
店の窓口メンバーで食
べに行ってから時々行く
ようになりました。ボリュ
ームたっぷりのアツアツ
の煮込みハンバーグは、
「パクッ！おいしい～（笑）」
って自然と笑顔になるん
ですよ。店員さんもとて
も親切ですし、今では家
族と行くこともあるんで
すよ。

スパーゴ風、
デミチーズバーグ、
イタリア風など、
ハンバーグ専門店な
らではのおいしさ！
さっぱり派には大根おろしを
のせた和風がおすすめ

JA静岡市 高津久美絵さんおすすめ
セタ・スパーゴ

JA静岡市 久能支店 高津久美絵

静岡市駿河区曲金6-1-54　
静岡ホテル時之栖1F TEL.054-289-0068
（営）月～金 11：15～14：30LO（土日祝15：00LO）、
17：30（土日祝17：00）～22：00LO　無休
http://www.s-spago.com

沼津港より仕入れた新
鮮な海産物を使った料
理や地元野菜を使った
スープなど、おしゃれな
メニューがたくさんあり
ます。魚屋さん直営のた
め、特に海産物は絶品で
す。メニューのレパートリ
ーも豊富なため、どなた
でもゆったりとお食事を
楽しめます。伊豆の国に
来られた際はぜひお立
ち寄り下さい。

とにかく海鮮物を
食べるならここ！

どのお料理も新鮮で
おいしいですよ！

JA伊豆の国 森野直孝さんおすすめ
割烹 魚武（うおたけ）

JA伊豆の国 八幡支店 森野直孝

伊豆の国市長岡187-1
TEL.055-947-1169　
（営）11：00～14：00、17：00～21：00
定休日：火曜
http://www.kappo-uotake.net/

四季の野菜・魚・肉の食材
のうまみを生かしたフレ
ンチ風レストラン。白を
基調とした壁に木の温も
り、石床の落ち着き、大
きなガラス戸から入る光
が、ゆっくり流れる時間
とともにリラックスでき
ます。地元で採れた有機
野菜・低農薬野菜を使っ
たオーナーの料理は絶
品。奥様のお誕生日のお
祝いに、光溢れるランチ
をおすすめします。個室
もありますのでお子様
連れでも安心。

こんな所にお店・・・と
通りすぎないように注意。
入口の２匹の豚の
オブジェが目印です。
ディナーは完全予約。
ランチも予約して
いくと安心です

ＪＡ御殿場 高橋健司さんおすすめ
稲こし（いなこし）

ＪＡ御殿場 高根支店 高橋健司

御殿場市茱萸沢62-12
TEL.0550-89-7979
（営）11：30～14：00、18：00～20：30　※ディナーは完全予約制
定休日：月曜（臨時休業あり）

新本所・東山口支所のす
ぐそば、あたりを工業団
地に囲まれた一角にた
たずむイタリアンレスト
ランです。家庭的な料理
に惹かれ、妻と記念日に
ピザを食べて以来この
店に時々通うようになり
ました。店長さんは、早朝
からピザ生地の仕込み
に取り組まれており、その
味を求めて週末は遠方
から訪れるお客様も多
いとのことです。お勧めし
たい一品ですので、ぜひ
ご賞味ください。

プロバンス風な建物で
店内もゆったりと
した感じです。
日曜日もランチを
やっているので
おすすめです

ＪＡ掛川市 原田元太さんおすすめ
トラットリア・カンパーニャ

ＪＡ掛川市 金融課 原田元太

掛川市逆川321-1
TEL.0537-27-1140
（営）11：00～14：30 17：30～21：00
定休日：月曜、第3火曜

落ち着いた雰囲気の店
内にはジャズが流れ特別
な時間を演出してくれま
す。気さくな店員さんと
のおしゃべりに花が咲
き、常連さんが多いのも
納得。シェフ自らが毎朝
買いつける地元野菜を
使ったお料理は目でも楽
しませてくれます。記念
日やパ－ティ－はもちろ
ん、定期的に開催される
イベントとお食事でとっ
ておきの時間を過ごして
みてはいかがでしょうか。

女性同士でもカップル
でもファミリー
でも楽しめますよ。
毎日焼き上げている
自家製ケーキも人気！

ＪＡとぴあ浜松 平松万寿さんおすすめ
カジュアルフレンチ食堂シェモア

ＪＡとぴあ浜松 中瀬支店 平松万寿

浜松市浜北区西美薗28-6
TEL.053-586-1101
（営）11：00～22：00（金・土は～23：00）
定休日：月曜、第3火曜
http://kzou.jp/HP/chezmoi/



平成27年度税制改正の概要（1）
ここが変わる！

今年度の税制改正では、消費税10%への引上げに向けて
景気回復を支援する措置が盛り込まれています。
その中でも、私たちの家計、生活にかかわりのある
内容について2回にわたってご紹介します。

■計算方法
標準的な費用額×10％
（補助金等控除後の金額）

耐震改修工事限度額
控除率
控除限度額

250万円
10％
25万円

■控除限度額等

対象住宅
控除対象限度額
控除率
控除限度額

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅
■控除限度額等

■控除限度額等

（注）上記の借入限度額は、特定取得の場合（その対価の額または費用の額に
　　含まれる消費税の税率が8％または10％の場合）であり、それ以外の場合
　　（例えば、個人間の売買契約により中古住宅を取得した場合など）は
　　借入限度額3,000万円とする。

認定住宅の場合
借入限度額
控除率
各年の控除限度額
最大控除額

5,000万円
1.0％
50万円
500万円

（注）上記の借入限度額は、特定取得の場合（その対価の額または費用の
　　額に含まれる消費税の税率が8％または10％の場合）であり、
　　それ以外の場合（例えば、個人間の売買契約により中古住宅を
　　取得した場合など）は借入限度額2,000万円とする。

■控除限度額等
一般住宅の場合

4,000万円
1.0％
40万円
400万円

借入限度額
控除率
各年の控除限度額
最大控除額

※平成27年４月１日以後に行われる寄附について適用

申告手続
確定申告不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合は、
ワンストップで控除を受けられる仕組みを導入する。
（ふるさと納税ワンストップ特例制度）

※平成28年分以後の個人住民税について適用
ふるさと納税分は住民税の所得割額の20％を限度とする。

申告手続

改正前

ふるさと納税を行う場合は確定申告が必要。

改正後

ふるさと納税

個人所得課税
ふるさと納税の減税対象の上限が2倍になります。

住宅ローン控除 平成26年４月から平成31年６月に居住の場合に適用（１年６ヶ月延長）

認定住宅新築等特別税額控除 平成26年４月から平成31年６月に居住の場合に適用（１年６ヶ月延長）

住宅特定改修特別税額控除 平成26年４月から平成31年６月に居住の場合に適用（１年６ヶ月延長）

住宅耐震改修特別控除 平成26年４月から平成31年６月に工事完了の場合に適用（１年６ヶ月延長）

税額控除

■計算方法
標準的な費用額×10％　（補助金等控除後の金額）

ふるさと納税分は住民税の所得割額の10％を限度とする。

（1） 通常の税額控除　（寄附金－2,000円）×10％
（2） ふるさと納税分　（寄附金－2,000円）×（90％－０～40.84％）

地方公共団体等に寄附をした場合には通常の寄附金控除に一定額を上乗せする。

（2）バリアフリー改修工事

（注）カッコ内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を
　　設置する場合の改修工事限度額及び控除限度額である。

改修工事限度額
控除率
控除限度額

（1）省エネ改修工事
250万円 （350万円）

10％
25万円 （35万円）

改修工事限度額
控除率
控除限度額

200万円
10％
20万円

（注）標準的な費用額は50万円超

税額控除
地方公共団体等に寄附をした場合には通常の寄附金控除に一定額を上乗せする。
（1） 通常の税額控除　（寄附金－2,000円）×10％
（2） ふるさと納税分　 （寄附金－2,000円）×（90％－０～45.945％）

650万円
10％
65万円



税理士　柴原  一

軽減税率区分
住宅用家屋の保存登記
住宅用家屋の移転登記
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記
土地の売買による移転登記

適用期限を平成29年３月31日まで延長
軽減税率の特例

２．宅地評価土地に係る課税標準の特例

１．住宅建物・土地を取得した際の税率の特例

控除限度額 所得税の課税総所得金額等×７％（最高13.65万円）

■工事費要件　50万円超

限度額

控除率

各年の控除限度額

最大控除額

特定増改築等
その他

特定増改築等
その他

特定増改築等
その他

250万円
750万円
2.0％
1.0％
5万円

7.5万円
62.5万円

■控除限度額等

特定増改築等の住宅ローン控除
平成26年４月から平成31年６月に居住の場合に適用（１年６ヶ月延長）

住宅用家屋に関する登録免許税等
適用期限を平成30年３月31日まで延長

不動産取得税の特例

住民税の住宅ローン控除
平成26年４月から平成31年６月に居住の場合に適用（１年６ヶ月延長）

市街化区域農地を貸家敷地に転用した場合の固定資産税の特例

空家の敷地に係る固定資産税・都市計画税

住宅取得等資金の贈与の非課税 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額は、適用期限を
平成３１年６月３０日まで延長。消費税が１０％になった場合は、さらに非課税の枠が広がります。

H27年以前
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間

東日本大震災の被災者についての非課税限度額

住宅の種類
H29.10月～H31.6月H28.10月～H29.9月H28.1月～H28.9月

住宅用家屋の
消費税の区別

省エネルギー性・耐震性を備えた住宅用家屋
上記以外の住宅
省エネルギー性・耐震性を備えた住宅用家屋
上記以外の住宅

下記以外

消費税10%

1,500万円
1,000万円

1,500万円
1,000万円

1,500万円
1,000万円
3,000万円
2,500万円

1,500万円
1,000万円
1,500万円
1,000万円

H25年中

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間

H24年中 H30.10月～
H31.6月

H29.10月～
H30.9月

H28.10月～
H29.9月

H28.1月～
H28.9月H27年中H26年中

住宅の種類 住宅用家屋の
消費税の区別

省エネルギー性・耐震性を備えた住宅用家屋
上記以外の住宅
省エネルギー性・耐震性を備えた住宅用家屋
上記以外の住宅

下記以外

消費税10%

1,200万円
700万円

1,500万円
1,000万円

1,000万円
500万円

1,500万円
1,000万円

1,200万円
700万円

1,200万円
700万円

3,000万円
2,500万円

1,000万円
500万円

1,500万円
1,000万円

800万円
300万円

1,200万円
700万円

改正後

特定空家等の敷地に該当した場合は
住宅用地の特例対象から除外

※空家の敷地も対象

（1）固定資産税
　  小規模住宅用地　  1/6
    一般住宅用地　　　1/3

改正前

※適用期限を平成30年３月31日まで延長

減額割合
2/3
1/2
1/12

減額期間
当初2年
その後3年
当初３年

区分
地上階数３以上の耐火
・準耐火建築物
敷地

改正後

※適用期限：平成27年３月31日

減額割合
2/3
1/2
1/6

減額期間
当初３年
その後２年
当初３年

区分
地上階数３以上の耐火
・準耐火建築物
敷地

改正前

住宅用地の特例割合
（2）都市計画税
     小規模住宅用地　　1/3
     一般住宅用地　　　2/3

相続税・贈与税 

土地住宅税制 

本則　４％
特例　３％

本則　固定資産税評価額
特例　固定資産税評価額×1/2

（注）上記の控除限度額は、その対価の額または費用の額に含まれる
　　消費税の税率が8％または10％の場合であり、それ以外の場合
　　（例えば、個人間の売買契約により中古住宅を取得した場合など）は
　　所得税の課税総所得金額等×5％（最高9.75万円）とする。

1.5/1,000
3/1,000
1/1,000
15/1,000



■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

2015年6月30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

2015/5 第17号
今回の「静岡色図鑑」コーナーでは、「遠州織物」の最新情報をピックアップ。伝統ある機屋さん
が発信する、魅力的なオリジナル商品をご紹介しています。服飾業界では、もともと遠州織物の
クオリティの高さは知られており、さまざまなメーカーやブランドでも使用されていました。でも、
それは「素材」としてであり、生地の産地は商品には表示されません。「遠州織物」の名を広く知
ってもらうために、次世代の担い手たちが現場で活躍しているのです。今回ご紹介した古橋織布
さん、福田織物さんは、欧州二大素材展示会として知られる「ミラノ・ウニカ」に日本から初出展し
て好評を得たほか、新たな技術の開発にも積極的。今後の「遠州織物」にもぜひご注目ください！

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。

古橋織布「oriya」バッグ…1名様
本誌でご紹介した「oriya」のバッグは
生地の風合いときれいな色が魅力。
※サイズは（小）になります。

●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。

「punto a punto」オリジナル
お茶缶2個セット…3名様
静岡在住の作家オリジナルのお茶缶。
密閉蓋なのでお茶だけでなくお菓子や
乾物類を入れるのにもピッタリ。

美濃和紙の一筆箋3種セット…3名様
手描き風のイラストがおしゃれな一筆箋。
3種類を1セットにしてプレゼント！

お米券2kg
…10名様

見本素材の温もりを感じる上質なマグカップ。
和洋どちらの器にもよく合います。

粉引のスープマグ
…2名様

年金予約定期貯金

年金予約定期積金

ご契約の方にもれなく「オリジナル年金書類ケース」をプレゼント！
「静岡県くみあい商品券1,000円分」が当たるチャンス！

※ご契約で自動エントリーとなります。 ※当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

平成27年12月まで

さら
に今なら

名様に

県下JA合計

200 ●抽選時期／平成27年7月、平成28年1月の2回（各回100名様）
●対象：抽選月の前月末時点で上記商品をご契約されている方

※商品内容につきましては、JAにより異なる場合がございます。詳しくはお近くのJAでお問い合わせください。

ご契約いただける方
　

ご契約期間
お預入金額

ご契約いただける方
　

ご契約期間
お預入金額

JAで「年金受給をご予約された方」に
優遇金利を適用いたします！


