


　安部の大滝に行くための最初の吊り橋「安倍の大滝
1号橋」。少々揺れるが丈夫な構造なので怖さもほどほ
ど。　安倍川の支流、逆川の水の勢いを軽減するため
の滝を見ながら渡る「２号橋」。足元は細い踏板とワイヤ
ーだけなので、まるで滝の上を歩いているよう。　ほとん
どが山の中を歩く遊歩道。最初の登りの階段は手強い
が、その後は勾配もゆるやかで、所々に渡してある木橋を
歩くのもトレッキングの楽しみ。　2014年の大雪で落橋
したが、今春復旧された「3号橋」。素晴らしい渓谷美を
見ながら、ここを渡ればいよいよ目的地。　日本の滝百
選にも選ばれている「安倍の大滝」。別名「駿河大滝」
「乙女の滝」とも呼ばれ、静岡市随一の大滝。滝の直下
まで行けるのでしぶきを浴びながら眺められる。

　紅葉の美しさに誘われて、体を動かしたく
なるこの季節。山登りよりは気軽で、自分のペ
ースで山の中を気持ちよく歩くトレッキングは
いかがでしょう。今回は、吊り橋のある風景を
楽しみながら、安倍川上流にある「安倍の大
滝」を目指す旅へご案内します。
　山頂を目指す「登山」とは違い、日常生活
では味わうことができない自然を感じながら、
山を歩くことがトレッキングの醍醐味。小鳥の
声や川のせせらぎ、土の香りや木の香りに五
感が澄んでいく楽しみ、自分の力で目的地に

り、渓谷沿いの原生林の中を歩き続けると、
次第に滝音が聞こえてきます。そして、今春
復旧した3つ目の吊り橋を渡り、最後の木立を
抜ければゴール。轟音とともに滝壺に落下し
ていく「安倍の大滝」の迫力ある姿が眼前に
迫ります。
　自然の素晴らしさだけでなく、その土地の
歴史や暮らしを感じ、プラスαの魅力に触れ
る・・・この秋はトレッキングを楽しみながら、新
たな“発見”をしてみませんか。

たどり着く達成感が大きな魅力です。
　安倍川沿いを上流に向かって車を走らせ
ると、静岡市街地から30分ほどのところに最
初の吊り橋「相渕吊橋」が姿を現します。さら
に進むと「中平の吊橋」、「入島の吊り橋」
があり、支流に架かるものや農業用も含める
と、安倍川では十カ所以上で吊り橋に出会え
ます。
　「安倍大滝入口」バス停そばの入口から、
いよいよトレッキングスタート。山道のような
遊歩道を進みながら、途中2つの吊り橋を渡
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安倍の大滝
トレッキングコース
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安倍の大滝入口
スタート

ゴール

「安倍大滝入口」バス停そばの入口から、2つの吊り橋を渡り、沢づたいの道をたどる片道約1.2km、
40分のコース。歩きやすい靴&服装で出かけよう。



大井川に架かる一番長い吊
り橋。橋の下を走るSLを見下
ろせる（川根本町・下泉）

鉄道吊橋として使われていた
名残を残す、頑丈な造りの吊
り橋（川根本町・奥泉）

塩郷の吊橋

エメラルドグリーンの湖面に架
かる国内外から注目のスポット
（川根本町・寸又峡）

夢の吊橋

市代吊橋

安倍川の最下流に架かる一
番大きな吊り橋（静岡市葵区
・相渕）

相渕吊橋

梅ケ島キャンプ場につながる
「孫佐島の吊り橋」は、丈夫な
作りなので安心して景観が楽
しめる。

孫佐島の吊り橋

高くて、スリリングで、味わい深い…谷間に架け渡された吊り橋たち。
その種類や県内中部で人気のスポットをご紹介します。

■一般吊り橋（ワイヤロープ製高欄・鋼製高欄）
橋を吊るす「主ケーブ
ル」の支点となる「搭
柱」がある吊り橋。「高
欄（手すり）」に使用す
る部材が、ワイヤロープ
ではより視界が広く保
たれ、鋼製パイプでは
強度と安心感を創出。

■吊床版
ワイヤロープを床版に
沿って両サイドの橋台
に張り渡し、橋を支える
構造。主塔がないシン
プルな構造のため、自
然との一体感がより一
層楽しめる。

■補剛桁（トラス）
通行床を支える桁の耐
性が、無補剛に比べて
大きく、たわみや振動を
小さくすることができる
ため、耐風索を設置で
きない地形に適してい
る。
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新田の吊橋

安倍の大滝1号橋
安倍の大滝2号橋
安倍の大滝3号橋

安倍川

新静岡I.C

静岡I.C

井川湖

大井川

東海道本線

新東名高速道路

大井川鉄道

29

362

静岡駅

中平の吊橋

東名高速道路

梅ヶ島大橋の手間200mほど
にある「入島の吊り橋」。対岸
の茶畑へつながっている。

入島の吊り橋
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　　　 ●静岡駅からしずてつジャストライン
路線バスで約120分「安倍大滝入口」バス停下車。
　　　●新東名高速道路 新静岡インターから
梅ヶ島温泉まで約50分
※ナビは「静岡市葵区梅ヶ島5276-2」で検索すると便利です。
※直近の民宿「湯の華」さんの駐車場に駐車可。
（一声かけてください）

バス

クルマ

安倍川

安倍の大滝1号橋

民宿
湯の華

安倍の大滝2号橋

サカサ川

安倍の大滝へ
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梅ヶ島温泉方面

29静岡市街方面

安倍の大滝 
トレッキングコース

島田金谷I.C



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、年末年始の
この時季におすすめの
「ミニ盆栽」をご紹介します。

盆栽の起源は中国・唐の時代といわれ、日本
には、小さな盆の中に山水の情景を再現した
「盆景」が平安時代に伝えられたといわれて
います。江戸時代になると、粋な趣味として盆
栽の栽培が人気を博しますが、明治以降は住
宅事情の変化や育成の難しさ、費用面から、
次第に愛好者は熟年層が多くなりました。海
外では「BONSAI」として広まり、日本の美意
識の結晶として高く評価されています。

モダンな空間にもマッチし、場所をとらない
ので、気軽に始めることができると、注目を浴
びているミニ盆栽。小さくてもちゃんと根を
張り、芽吹き、花が咲き、紅葉し、落葉する…
季節の移り変わりを身近に感じられるのも楽
しみの一つ。根を土と苔で覆った「苔玉」も人
気です。育てて楽しみ、眺めて楽しむ。自由な
盆栽スタイルが幅広い層に広がっています。

ミニ盆栽の魅力盆栽の歴史

★お話をうかがった人
フラワーサロン　フルールさわ
田島 和子さん

★作り方 [主な流れ]

●コスモボール

植木を選ぶ

器を選ぶ

土をつくる

木を植え、苔でおおう

常緑の松、落葉する物、花物、実物など、
樹種も豊富で魅力は多彩です。

ろう製の器で京都産の
苔を楽しむ「コスモボー
ル」。

素材、色、形など、木との相性を考えな
がら、好みの器を選びましょう。

赤玉土と桐生砂等が一般的ですが、墨
を混ぜた土※が水持ちが良くおすすめ。

器に土を入れ、木の根をケト土で包ん
で植え、上部に苔をはります。
※特殊開発の土。詳しくはお店にお問い合
　わせください

静岡市清水区押切62-1
TEL.054-348-2165
9：00～19：00　火曜定休

●こけ姫
松ボックリに乾燥苔と天
然苔が植め込まれた「こ
け姫」。

器を選ぶ
楽しみも
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手軽に始めてみよう
ミニ盆栽
「器の中で自然美を表現する」盆栽の魅力は
そのままに、初心者でも楽しめるミニ盆栽。
土づくりを工夫し、苔を張り、苔の乾き具合を
水やりの目安にすれば、お手入れも簡単です。

当店では『BONSAI乙女』の
名前で、伝統ある園芸文化に
新しさをプラスして魅力をお
伝えしています。土で育てる
文化を通して、時間の流れ、
季節の流れを植物と一緒に
感じてみてください。

★ミニ盆栽の作り方や育て方を相談できます。
　詳しくはお問い合わせください。

苔を楽しむなら、手のひらサイズで。

フラワーサロン　フルールさわ



今回は…『絶景写真のおすすめ撮影スポット』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2017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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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！

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

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

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

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

◎次回は、
　JA職員おすすめの
　『ホットドリンクで
　ほっと一休み！
　おすすめカフェ』を
　ご紹介します。
　お楽しみに！

香貫山は、沼津市の南
東にある標高193ｍの
小高い山です。山頂付
近にある展望台からは
沼津市街、市内を流れる
狩野川、駿河湾を一望
でき、天気の良い日には
愛鷹山越しの富士山を
望むことができます。夜
にはライトアップされた
沼津港や沼津市街の夜
景を楽しむこともできま
す。山頂までのハイキン
グを楽しんだ後の景色
は最高です。

JAなんすん 中村恵子さんおすすめ
香貫山（かぬきやま）展望台

JAなんすん 沼津支店 中村恵子

沼津市上香貫

展望台へは中腹の香
陵台の駐車場から約
1.2km。舗装道路を
20分くらい歩いて登
ります。景色を楽しみ
ながらどうぞ！

車で行ける日本一高い
所、富士山富士宮口五
合目まで通じる「富士山
スカイライン」が、絶景
写真スポットです。春は
新緑、夏は赤富士、秋は
紅葉、冬は雪景色と四季
折々の富士山が楽しめ
ます。これからの季節は
紅葉と初冠雪に飾られ
た富士山がキレイ！五合
目区間は11月下旬頃ま
で通行可能です。熊が出
るので要注意です！ 

JA富士宮 佐野楓さんおすすめ
富士山スカイライン

J A富士宮 金融部金融推進課 佐野楓

富士宮市山宮、同粟倉、同北山

日本の道百選にも選
ばれ、しかも通行料は
無料！マイカーでの通
行が可能な時期に、ド
ライブにぜひどうぞ！

遠江国一宮である小國
神社は、大己貴命（別名：
だいこくさま）をおまつ
りし、１４６０余年の歴史
を持つ古社です。境内
の宮川沿いは約千本の
もみじが色付く紅葉の
名所として知られていま
す。春には桜やシャクナ
ゲ、夏には花菖蒲や新緑
が楽しめる名所でもあ
ります。また、もみじを水
引で表した『もみじ守』
も人気があります。

JA遠州中央 野尻綾香さんおすすめ
遠江國一宮 小國（おくに）神社

J A遠州中央 園田支店 野尻綾香

周智郡森町一宮 3956-1
TEL.0538-89-7302
http://www.okunijinja.or.jp/

宮川の上流域には遊
歩道がのび、散策や紅
葉狩りコースとして人
気です。点在する小橋
からの景色の美しさ
は格別です

11月はミカンの季節に
なります。三ヶ日町では
11月からクリスマス頃
まで収穫が行われてい
ます。意外なおすすめス
ポットは、電車。特に天竜
浜名湖線の尾奈駅と知
波田駅の間はミカン園
を突っ切るように線路が
通っています。天気とタ
イミングが良ければ、車
窓から収穫風景を見ら
れるかもしれません。

JAみっかび 杉田真哉さんおすすめ
三ケ日 みかん

JAみっかび 本所 杉田真哉

浜松市北区三ヶ日町尾奈駅～知波田

丘陵の斜面に展開す
るみかん畑の中、まる
っこいみかんの木が
立ち並ぶ風景にほっ
こりしてください

空の玄関として親しまれ
ている富士山静岡空港。
石雲院展望デッキは空
港ターミナルビル東側
に建設された施設です。
デッキからは大迫力の
離陸・着陸が見学でき、
カフェコーナーや様々な
イベントも開催され、連
日お子様連れや写真の
愛好家に親しまれてい
る人気スポットです。天
気が良い日の富士山と
の組み合わせは絶景で
す。

ＪＡハイナン 大居拓朗さんおすすめ
石雲院（せきうんいん）展望デッキ

ＪＡハイナン 坂部支店 大居拓朗

牧之原市坂口3336-4 静岡空港敷地内 
TEL.0548-29-2212
http://www.mtfuji-shizuokaairport.jp/enjoy/play/sekiunin/

見送りや見学者に人
気のデッキ。茶畑に囲
まれた静岡の空港な
らではの風景と航空
機のコラボレーション
が楽しめます



前号に引き続き、今年度の税制改正で、
私たちの生活にかかわりのある内容についてご紹介します。
自動車税のエコカー減税や、住宅ローン控除について
まとめてみました。

3　災害に関する措置［住民税］

改正後改正前

改正後改正前

2　災害に関する措置［所得税］

1　対象となる利率の見直し

※平成29年1月1日以後に居住用家屋を自己の居住用に供する場合に適用

改正前

1%未満
住宅ローン控除
特定増改築等に係る特別控除

改正後

0.2%未満

勤務先等からの住宅借入金等のうち、住宅ローン控除の対象外となる融資利率が「1％未満」から、「0.2％未満」に改正されました。

下記の場合で、所得税において住宅ローン控除の適用をしてもなお引ききれなかった残額がある場合は、翌年分の個人住民税から、
控除限度額の範囲内で控除されます

※平成30年度分以後の個人住民税から適用

（1） 個人住民税の住宅ローン控除の適用を受ける従前住宅が災害により住めなくなった場合
（2） 災害に際し、被災者生活再建支援法が適用された市区町村に所在する従前住宅を、その災害により住めなくなった場合

住宅ローン金利が最低水準になっていることを受け、勤務先等からの住宅借入金等のうち住宅ローン控除の対象外とされる利率が改正されました。
また、災害に関する税制上の措置でも改正がありました。

住宅ローン控除の適用を受ける住宅（従前住宅）が
災害により住めなくなった場合
災害により住めなくなった年に限り、適用ができる

住宅ローン控除の適用を受ける住宅（従前住宅）が災害により住めなくなった年以後も、
従前住宅に係る適用年（次に掲げる場合に該当する年までに限る）まで適用ができる
（1） 従前住宅、その敷地または、その敷地に新たに建築した建物等を、
　　事業用もしくは賃貸用、または親族等に無償で貸付けをした場合
（2） 従前住宅またはその敷地を譲渡した場合
（3） 再建住宅に住宅ローン控除を受ける場合
　　（再建支援法適用者が住宅ローン控除の適用を受ける場合を除く）
（注）再建支援法適用者が再建住宅に住宅ローン控除を適用する場合には重複適用できる

平成29年度税制改正の概要 その2
ここが変わる！

重量税
［税額］

（注）特例税額は本則税額より重課されている
※平成29年４月30日までに取得したものに適用

37,500
0

9,300
18,700
28,100
61,500

30,000
0

7,500
15,000
22,500
49,200

22,500
0

5,600
11,200
16,800
36,900

重量
本則
免税
75%減
50%減
25%減
特例注

自家用車 平成29年５月１日以後取得分も
免税又は減税の税額には変更なし
（対象基準のみ変更）

（単位：円）

[自動車税] 
●エコカー減税（自動車取得税、自動車重量税）は、燃費基準を段階的に厳格化し2年間延長されました
●自動車重量税の本則税率適用車は、燃費基準が段階的厳格化に合わせ見直されました
●グリーン化特例（自動車税、軽自動車税）は、基準が厳格化され2年間延長されました

 [住宅ローン控除等 ～所得税・住民税からの税額控除～] 

1.5ｔ 2.5ｔ2ｔ

※平成29年分以後の所得税について適用



改正後改正前

税理士　柴原一

グリーン化
特例
［対象基準］

重量税
［取得時に
免税または
減税となる
対象基準］

取得税
［税率・
対象基準］

平成30年４月１日～平成31年３月31日までに取得

基準
平成29年４月１日～平成30年３月31日までに取得
税率
3%
非課税
80%減
60%減
40%減

20%減

税率
3%
非課税
80%減
60%減
40%減

20%減

基準

●課税標準額は取得価額
●免税点は15万円
　（平成30年３月31日までの取得の場合は50万円）

基準税率
3%
非課税
80%減
60%減
40%減
20%減

軽自動車
税の
グリーン化
特例
［税額・
対象基準］

※平成29年4月１日～平成31年3月31日までに取得

減税対象外車
ＥＶ
平成32年度基準＋30％
平成32年度基準＋10％

10,800
2,700
5,400
8,100

原則
75％減
50％減
25％減

減税対象外車
ＥＶ
平成32年度基準＋20％
平成32年度基準

平成32年度基準＋10％、EV
平成27年度基準＋20％

10,800
2,700
5,400
8,100

原則
75％減
50％減
25％減

75％減
50％減

平成30年５月１日～平成31年４月30日までに取得
平成32年度基準＋40％、ＥＶ
平成32年度基準＋20％
平成32年度基準＋10％
平成32年度基準

平成32年度基準＋30％、ＥＶ
平成32年度基準＋20％
平成32年度基準＋10％
平成27年度基準＋10％

免税
75%減
50%減
25%減

免税
75%減
50%減
25%減

平成32年度基準＋20％、ＥＶ
平成32年度基準＋10％
平成32年度基準
平成27年度基準＋５％

免税
75%減
50%減
25%減

●免減税対象外は特例の税額が適用される。
　ただし一定のものは本則税額が適用
●免税基準を満たすものは
　初回車検時も免税

●免減税対象外は特例の税額が適用される。
　ただし平成27年度基準＋５％は本則税額が適用
●平成32年燃費基準＋40％を満たすものは初回車検時も免税

●免減税対象外は特例の税額が適用される。
　ただし平成27年度基準＋10％は本則税率が適用
●平成32年燃費基準＋50％を満たすものは初回車検時も免税

平成29年４月30日までに取得 平成29年５月１日～平成30年４月30日までに取得

●課税標準額は取得価額
●免税点は15万円（平成30年３月31日までの取得の場合は50万円）

●課税標準額は取得価額

平成27年４月１日から平成29年３月31日までに取得
自家用乗用車（新車）の場合 自家用乗用車（新車）の場合

自家用乗用車の場合

平成29年４月１日以後取得分も免税又は減税の税額には変更なし
（対象基準のみ変更）

平成28年４月１日～平成29年3月31日までに取得

平成32年度基準＋30％、EV
平成32年度基準＋10％

75％減
50％減
平成29年４月１日～平成31年3月31日までに取得

自家用乗用車の場合

自家用軽乗用車の場合 （単位：円） （単位：円）自家用軽乗用車の場合

改正後改正前

改正後改正前

改正後改正前

減税対象外自動車
平成32年度基準＋20％、ＥＶ
平成32年度基準＋10％ 
平成32年度基準
平成27年度基準＋10％ 
平成27年度基準＋5％

減税対象外自動車
平成32年度基準＋30％、ＥＶ
－
平成32年度基準＋20%
平成32年度基準＋10％
平成32年度基準 
平成27年度基準＋10％

減税対象外自動車
平成32年度基準＋40％、ＥＶ
平成32年度基準＋30％
平成32年度基準＋20％
平成32年度基準＋10％

平成32年度基準



■編集後記

〒422-8621　静岡市駿河区曲金三丁目8番1号
TEL.054-286-0099 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

平成29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

H29/11 第27号
今回は読者リクエストにお応えして「吊り橋」の特集をお届けしました。国土の7割が山
岳地帯の日本では、山間部を流れる河川がたくさんあり、昔から吊り橋は人々の暮らしに
必要な交通手段でした。古くは蔓性の植物を編んで作られ、徳島県の祖谷渓（いやだに）
の「かづら橋」は、昔ながらの姿を伝える吊り橋として有名です。さて今回、足を伸ばした
「安倍の大滝」への遊歩道は、最初の吊り橋を渡った後の階段がかなり急で、正直キツく
て息が上がりましたが、その先は勾配もゆるやかで、山歩きの気分が楽しめました。お出
かけの際は、ぜひ運動靴(あればトレッキングシューズ)で、どうぞ。

郵便ハガキに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。

●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。

手元に貯金を残したまま利息負担を軽
減！

賢いあなたの住宅ローン

JAバンク静岡 
オリジナルキャラクター

5兆円之助

JAバンク静岡 検索

手元に資金を
確保できる！

住宅ローン減税を
有効活用！

定期貯金残高に応じて
住宅ローン利息を
キャッシュバック!

期　　間
応募方法

抽選時期
賞品発送

平成29年10月2日（月）～平成30年3月30日（金）
本商品をお借入いただいた時点で、自動的にキャンペーンに応募されます。（応募手続き不要）

平成30年4月下旬

※期間中に本商品の全額を返済された場合には、本キャンペーンの対象外となります。
※キャンペーンにあたり、お借入時にお届けいただいたお客様の個人情報を利用させていただきますので、予めご了承ください。
　なお、取得した個人情報は、キャンペーン以外に利用致しません。

平成30年5月中旬以降 ※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。

ダイソン
コードレス掃除機

名様

（Dyson V8 Absolute）

パナソニック炊飯器
名様

（おどり炊き SR-PA107）

シャープ
オーブンレンジ

名様

（加熱水蒸気オーブンレンジ）

※賞品は都合により変更になる場合があります。

くみあい商品券
名様

（10,000 円分）

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。

ご応募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。

見本
お米券2kg
…10名様

サミットウルトラ
ライトデイバッグ・・・1名様

コンパクト折りたたみ傘
・・・2名様

ゼットシート・・・2名様

盆栽プラモデル・・・3名様

超軽量でコンパクトにたためるデイバッグです。
しかも大容量25リットル。
出先で急にバッグが必要になった時に大活躍。
デイバッグなので両手がふさがりません。
※色はライトグリーン

折りたたみ時の長さ、
わずか15センチ。
手のひらサイズで携帯できます。
防水、ＵＶ加工で性能も文句なし！
※柄は選べません。

超軽量の携帯用座布団です。
断熱性と耐久性に優れたアウトドア仕様。
スポーツ観戦時などにも。

なんと盆栽がプラモデルに。
完成後の水やりはもちろん不要です。
2017年おもちゃ大賞優秀賞受賞。

携帯電話からはこちら！　
（一部対象外機種あり）


