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　ちぎって丸めた餅にきな粉をまぶしていく十五代目の長田満さん。昔ながらの製法を守り続けているので、商品の賞
味期限が翌日中と短いことにも納得。　「安倍川餅」は、もとは「きな粉餅」を指したが、今は餡で包んだものもそう呼ば
れる。　つき立ての柔らかい餅を、手の感覚を頼りにちぎっていく。身体が覚えている職人の技。　つき立ての餅がお湯
に浸した状態で提供される「からみ餅」は、生わさびと醤油が何とも絶妙な石部屋のもう一つの名物。　歴史を感じる石
部屋の店内で一服。当時の旅人気分で、できたての餅を楽しめる。　歌川広重46歳の天保13年（1842年）刊行とさ
れる「行書東海道」シリーズの「府中」。安倍川の手前には名物安倍川餅を売る店が道の両側に何軒も並んでいた。
　浮世絵と同じ構図を現在の安倍川橋手前でも見ることができる。明治初期には道の南側に五軒、北側に三件の茶
店があったという。東海道線の開通とともに客が減り、現在残るのは石部屋一軒のみ。

6

1

2

1 3 4

5

7

3 4

5

6 7浮世絵に描かれた石部屋周辺 現在の石部屋周辺
静岡市東海道広重美術館蔵

　日本には、全国津々浦々に、昔から伝わる
菓子があります。門前菓子、茶席で用いられ
る菓子、土産物としての菓子など様々あり、土
地の歴史や文化を垣間見ることができます。
　茶どころ静岡にはお茶請けとしての菓子
や、東海道の旅人の足休めとしての菓子な
どが数多く生まれました。今回は、中部エリア
を中心とした、東海道ならではの和菓子にス
ポットをあててみました。
　その昔、徒歩の旅は、峠を越えたり川を渡
ったり、危険を伴うものでした。そのため、川や
峠など境界を支配する神様に餅を供える信

評判を呼び、人気の名菓となっていきました。
文化元年（1804年）創業の石部屋（せきべ
や）は、安倍川餅が有名になっていく歴史を
一緒に歩んできた老舗。安倍川橋のたもとで
今ものれんを守りながら、観光客たちの憩い
の場となっています。
　伝統を引き継いできた味、時代とともに変
化を遂げた味、途絶えたものを復活させた
味・・・。それぞれの和菓子が持つ背景を知れ
ば、味わう楽しみもひろがります。懐かしくて、
ほっとする、お気に入りをまず一つ、東海道の
旅で見つけてみませんか。

仰が生まれ、さらにその餅がいつしか旅人
向けの菓子へ進化した、とも言われていま
す（諸説あり）。江戸時代になり、旅人が増
えると、休憩に立ち寄る茶屋で出会う菓子
は、空腹を満たすだけでなく、旅の楽しみの
一つとして広く知られるようになりました。
　さて、府中（現在の静岡市葵区）名物の
「安倍川餅」は、きな粉餅の異称となったほ
ど全国的に有名ですが、その元をたどれば
最初は単なる白い餅だったそうです。その
後、工夫を凝らして、まず、きな粉をまぶし、さ
らにその上に白砂糖をかけたことで人々の



富士川

島田宿

岡部宿

藤枝宿

鞠子宿

江尻宿

興津宿

由比宿

蒲原宿

大井川

特集　

～甘味の名所をめぐる～東海道 名菓MAP
茶どころであり、主要な街道が通る静岡では、各地に名菓が誕生。
お目当てをチェックして、おいしい旅へお出かけください。

取材協力

シリーズの題が行書で書かれた「行書版」東
海道五十三次は、全体的に色彩も明るく、旅
の楽しみが描かれていると言われています。
●安倍川餅の茶屋が描かれている
　「府中あへ川遠景」
●十団子が茶屋の軒先に
　「岡部 宇津の山之図」

①栗の粉餅●ツル家製菓店/富士市中之郷3251 TEL.0545-81-0237　②たまご餅●春埜製菓/静岡市清水区由比北田92 TEL.054-375-2310　③宮様まんぢう●潮屋/
静岡市清水区興津本町27-1 TEL.054-369-0348　④追分羊かん●追分羊かん本店/静岡市清水区追分2-13-21 TEL.054-366-3257　⑤うさぎ餅●松木屋/静岡市駿河
区西脇1058-1 TEL.054-284-2955　⑥安倍川餅●石部屋/静岡市葵区弥勒2-5-24 TEL.054-252-5698　⑦十団子●慶龍寺/静岡市駿河区宇津ノ谷729-1 
TEL.054-259-1309 　⑧おたけせんべい●おたけせんべい本舗/藤枝市藤枝4-1-16 TEL.054-641-0979　⑨小饅頭●清水屋/島田市本通2-5-5 TEL.0547-37-2542

うさぎ餅

●松木屋 
　三代目 
　松木伸公さん

●ツル家製菓店 
　二代目 
　山田伸幸さん

栗の粉餅

●十団子

●うさぎ餅

安倍川

文化文政のころに活躍した狂歌師・大田
蜀山人（しょくさんじん）が歌に詠んだ。

平安建都1200年記念
事業でお茶壺道中が再
現された際、旧富士川町
のおもてなしとして、栗の
粉餅の復活を企画。文献
を調べ、試行錯誤を繰り
返し、現代の和菓子とし
て復活させました。

時代と共に作り手が変遷
し、一度は途絶えたものを、
静岡伊勢丹が「古庄うさ
ぎ餅」の商標登録を得て、
松木屋に製造を委託。
「一店相伝」の心で伝統
を継承しています。

慶龍寺の境内に、松尾芭蕉の弟子・森川許
六（きょりく）の句碑がある。毎年8月23、24日
の縁日では厄除け用の十団子が販売される。

●たまご餅

写真提供：
静岡県観光協会

「岡部宇津
  の山之図」
静岡市東海道
広重美術館蔵

●十団子

●安倍川餅

蔦の細道を行く途中、十団子の茶屋の近
くで弥次さんが坂道に滑り転げて一句。

当時、五個五文の「五文採餅」とも呼ば
れていた。茶屋での喜多さんのセリフ。

由比宿に入り、茶屋の女が呼び込む際に、
「砂糖餅」の名で書かれている。

駿河生まれの作家、十返舎一九による江戸
時代のベストセラー「東海道中膝栗毛」。
弥次さん、喜多さんが旅先で名菓と出会っ
た姿がいきいきと描かれています。 ②たまご餅

つやつやの白い餅の皮
でこし餡を包んだ由比名
菓。その姿から「たまご餅」
と言われるように。

⑦十団子（とおだんご）
宇津ノ谷峠の鬼退治伝説
が由来。豆粒ほどの団子を
十個ほど数珠つなぎにした
もの。厄除けとして飾られる。

⑨小饅頭
島田宿名菓、上品な甘
さの酒まんじゅう。大名茶
人、松平不昧公の助言
で一口大になった。

①栗の粉餅
富士川を渡る際の休憩所、
間宿（あいのしゅく）・岩淵の
茶屋名菓。当時は栗の粉を
かけたシンプルな餅だった。

⑧おたけせんべい
藤枝の天野たけさんが、
梅園に咲く梅をかたどっ
て焼き始めたお煎餅。

⑤うさぎ餅
駿府・古庄名菓。薄皮の
餅で小豆餡を包み、満月
の焼印を押した餅菓子。

蒲原宿

由比宿

④追分羊かん
約300年続く清水・江尻
宿名菓、竹皮に包まれた
蒸し羊かん。

江尻宿

岡部宿～鞠
子宿

藤枝宿

島田宿

府中宿

⑥安倍川餅
つき立ての餅にきな粉を
まぶし、その上に白砂糖
をかけたもの。現在は、こ
し餡で包んだものもある。

府中宿

③宮様まんぢう
興津で静養された幼い宮
様が食べやすいよう作ら
れた、酒の香りがほんのり
広がる小さな酒まんじゅう。

興津宿

府中宿

※現在食用としての販売はありません。



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、じっくり見て、自分で考え
ることを楽しみながら学べる、新し
い仕掛けがいっぱいの博物館をご
紹介します。

全国でも珍しい「地球環境史」をテーマとし
た静岡県立初の自然系博物館。標本をじっく
り見てもらえるように、あえて解説文は控え
めに、ラベルは小さめになっています。「何だ
ろう?」と思ったら、各展示室にいるスタッフに
質問を。人と自然がどう関わってきたのか、未
来も豊かな生活を営むにはどうすれば良い
か、“考える”を楽しむ仕掛けやアイデアが満
載で、大人も楽しめる博物館です。

建物は、旧県立静岡南高校の校舎をリノベー
ション（改築）。「学び考える場」である校舎を
活かし、展示室には生徒が学んだ机や椅子、
黒板も再利用されています。
“思考を拓（ひら）くミュージアム”をコンセプト
とした空間づくりが評価され、DSA日本空間
デザイン賞2016では見事、大賞を受賞しま
した。

廃校を再活用。空間デザイン大賞も受賞

図鑑カフェ [利用無料]
2階の元職員室は、

駿河湾や静岡の街並み、
南アルプスを

一望できる図鑑カフェ。
カフェだけの
利用もOK。

ふ
じ
の
く
に

地
球
環
境
史

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

“思考するミュージアム”見どころピックアップ

展示室【ふじのくにの海】

展示室【ふじのくにの生物多様性】

海中を思わせる空間が広がる海の展示室。約
500kmの海岸線と日本一深い湾・駿河湾を
有する豊かな水域環境が育む、多種多様な生
き物を展示。ほぼすべてが実際の生物のはく
製や液浸（えきしん）標本！

展示室【ふじのくにの環境史】
狩猟生活だった縄文時代、農耕を始めた弥生
時代、木材を生活資源とした江戸時代、石炭・
石油が登場した近現代・・・人の暮らしと自然環
境のバランスをシーソーで表現した展示室。

植物から動物、魚、昆虫まで、静岡県の豊かな
自然の育みを伝えるための標本がぎっしり。
日本一密度の高い展示室を目指すこの部屋
から、新しい発見があるかもしれません。
 

展示室【ふじのくにの大地】
静岡県は高山から海岸まで様々な地形を有し
ており、そこには多様な生態系があります。そ
れらの生物たちは全て「食う・食われる」の食物
網で繋がっています。ここでは、静岡県の里山
の生態系を可視化しています。

★お話をうかがった人
ふじのくに地球環境史ミュージアム
山下浩平さん

ふじのくに地球環境史ミュージアム

「静岡のチョウ 世界のチョウ」
平成29年3月26日（日）まで
観覧料：一般600円、
　　　 小学生以上大学生以下・
　　　 70歳以上300円

地球の環境について考えるミュージアム

静岡に生息するチョウと、世界の各地域から
選りすぐったチョウを一堂に集めた企画展を開催中です。

美しさや多様性をぜひ感じてみてください。静岡市駿河区大谷5762
（旧 県立静岡南高校）
TEL.054-260-7111
開館時間　10：00～17：30
休 館 日　毎週月曜日
　　　　　（月曜が祝日の場合は翌平日）、
　　　　　年末年始
観 覧 料　一般300円、
　　　　　大学生以下・70歳以上 無料
※学生証、免許証、保険証等の証明書を
　ご提示ください。

※



今回は…『身体があたたまる！あったかグルメが食べられるお店』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1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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

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

◎次回は、JA職員おすすめの『行楽に嬉しい！テイクアウトが
　できるお店』をご紹介します。お楽しみに！

お店の方々

JA伊豆太陽　進士正寛さんおすすめ
上の山亭

「上の山亭」は、いつもたくさんの家族連れ
や観光客で賑わっている、地元では誰もが
知っているお食事処です。新鮮な魚介類を
ふんだんに使っており、和食から中華に至る
まで、多彩な料理を堪能できます。なかでも
伊勢海老が１匹丸ごと入った「伊勢海老ラー
メン」は圧巻です。下田に来た際にはぜひ寄
ってみてください。

ＪＡ伊豆太陽 信用課 進士正寛

下田市柿崎645-11
TEL.0558-22-1803
（営）11：00～15：00、17：00～21：00　定休日：木曜日
http://uenoyamatei.web.fc2.com/

観光客だけでなく地元の
人にも評判のお店です。
1,000円以内の定食から、
お造り、地魚の煮付けまで幅
広いメニューも人気の秘密。

JA三島函南　外岡賢大さんおすすめ
ＲＡＩ４（ライヨン）

広々とした店内、居心地の良い空間で楽しく
時間を過ごせるお店です。三島市・函南町産
の野菜を中心に使用し、新鮮で尚且つ安心
安全な料理を提供してくれます。その中でも
私のオススメは、地元野菜を使った“野菜た
っぷり・ちゃんこ鍋”！鶏ガラベースの出汁に
ニンニクが効いていて、身体もあたたまりま
す。ぜひ一度ご賞味ください。

JA三島函南 販売課 外岡賢大

三島市広小路12-11
TEL.055-991-2828
（営）18：00～3：00（LO.2：00）
http://rai4.jp/

野菜がたっぷりのヘルシ
ー鍋です。野菜本来の旨
味・甘味を味わえ、寒くな
るこれからの時期にピッ
タリ！

JAしみず　大石和央さんおすすめ
炭焼・おでん十千花前（じっせんかぜん） 清水

清水駅前銀座、アーケード内にあるお店で、
雨の日でも安心して利用ができます。清水
の「地酒」、両河内産の「選茶割り」、焼津産
鰹節、皇室献上の北海道産真昆布を使った
「極上出汁おでん」など地元食材を利用した
料理がいただけます。特に新鮮な魚でしか
できない三保産「かわはぎ」のお造りは私の
おすすめ。大きな肝が絶品です！

JAしみず 営業課 大石和央

静岡市清水区真砂町2-24
TEL.054-365-8808
（営）11：30～14：00、17：00～22：00（金土22：30）
http://www.nasubi-ltd.co.jp/jissen_shimizu/

おでんは寒い時期には最高
のお酒のお供！カマンベール
チーズのおでんは、舌の中
でとろけるチーズの食感と
風味がクセになる一品です。

JA遠州夢咲　中村夏弓さんおすすめ
山喜製茶組合 茶店やまき

子供から大人まで愛されるものを作りたいと
の思いから生まれた「お茶たい焼き」。濃い緑
色・まろやかな味の掛川産深蒸し茶が使われ
た大人気商品です。こだわりの国産材料で作
る風味豊かな皮と甘～い餡がたまりません！
11月～3月までの期間限定発売です！ぜひご
賞味ください。店内にて「日本茶AWARD特
別賞」2年連続受賞のお茶も販売中です。

JA遠州夢咲 土方支店 中村夏弓

寒い季節には、焼きたて
の「サクふあ」たい焼きと
温かいお茶の組み合わせ
がオススメです。

掛川市入山瀬811　TEL.0537-74-2384　
（販売時間）13：00～18：00　土日10：00～17：00　
定休日：木曜日
http://www.at-ml.jp/60011/



「生前贈与」の上手な活用方法
生前贈与、贈与税の基本をチェックして、相続税対策を！

生前贈与とは、生きているうち（生前）に、財産を譲る（贈与）ことです。その目的は、死後に相続され
る財産のいくらかを、あらかじめ生前に渡しておくことで、相続財産を減らし、それによって相続税
を減らすことにあります。贈与された財産に対しては贈与税がかかりますが、贈与の控除や制度を
上手に利用すれば、相続によって財産を渡した時と比べて、最終的に見て財産にかかる税金を減ら
すことができます。これから2回に分けて贈与の基本事項や活用方法などをご紹介します。

証拠や記録の残し方

贈与税はもらった人が翌年２月１日～３月１５日の間に支払います。
あげた人が贈与税まで負担すると、
その負担した贈与税額も贈与とみなされます。

贈与に関する問題が一番多く発生するのは、相続が発生してからです。
民法上では財産の贈与は口約束だけでも成立しますが、
相続が発生した場合、もらった人だけが贈与の事実を主張することになり、
とても不利な状況になってしまいます。
後のトラブル回避のため、贈与の証拠を残すことが大切です。

■贈与の基本事項

贈与だと認めてもらうには、もらった人が自由に使える状態にすることが必要です。
例えば、祖父から孫への贈与の場合、孫名義の定期貯金証書や印鑑を祖父が管理していて、
実質的に孫がその財産を使えない場合は、贈与とは認められません。
また、もらう人名義の口座に毎年入金をしていても、結婚や成人等のきっかけの際に、
口座の通帳や印鑑を渡した場合は一括して贈与したとみなされて、
多額の贈与税がかかることになってしまうので注意しましょう。

贈与は契約の一つです。そのため、
「財産をあげます」「もらいます」という、
あげる人ともらう人の合意があることが大前提です。

贈与が法的に成立していないと、相続税の対象とみなされてしまったり、トラブルの原因にもなったりします。
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贈与であるという証拠として、
少額でも贈与税を納めておく
のも一つの方法です。
例えば111万円の贈与の場合
は、贈与税は基礎控除の110
万円を超えた1万円にかかりま
すので、この場合、贈与税額は
1千円になります。

現金（現物）を渡すのではなく、
あげる人の口座からもらう人
の口座へ口座振込をして贈与
があったことの記録を残しまし
ょう。

贈与を第三者に証明できるよ
うに、贈与契約書を作りましょ
う。公証人役場で確定日付を
入れた公正証書として作って
おけばさらに安心です。

あえて納税をする。 贈与契約書を作成する。口座振込を利用する。

契約
書

※贈与事実の存否は、具体的な事実関係を総合的に勘案して判断すべきとされています。



税理士　柴原一
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暦年贈与のポイント

例えば上場株式を贈与した場合、贈与税を計算するときの資産の評価額は、下記A～Dの4価格のうち、最も低い価格となります。
つまり、過去3カ月間に値上がりした株式や上場投資信託（ETF）などを贈与すればA～Dの最低価格で贈与できます。

贈与する人が亡くなる３年前からの生前贈与は相続財産とみなされ、相続税の対象になりますので、
親から子や孫への贈与はできるだけ早く始めるのもポイントです。

相続税対策のための贈与はコツコツ行う
相続税対策のための贈与は、分割が基本です。金額は小さくても子や孫にコツコツ贈与していけば大きな節税効果が得られます。
年ごとに贈与の内容を決め（契約を結び）、それに基づく贈与を行いましょう。
ただし、例えば毎年１００万円ずつ５年間の贈与を続けた場合は、最初の年に「５００万円（を５年に分割してもらえる権利）」の贈与を
受けたものとして、贈与税がかかる場合があります。
 

■生前贈与の活用方法

★基礎控除の110万円は、もらう人一人当たりの額です。例えば、祖父と祖母からそれぞれ100万円ずつもらった場合の贈与額は200万円となり
　基礎控除を超えますので、90万円に対して贈与税がかかります。

暦年贈与の基礎控除額の活用
暦年贈与とは、毎年贈与していく方法です。
暦年贈与の贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの一年間を区切りとして計算され、
贈与を受ける人一人当たり年間で110万円の基礎控除が設けられています。
また、贈与を受ける対象者についての制限がありませんので、子や孫だけでなく、それ以外の人にも財産を渡すことができます。

１回当たりの贈与額が大きくなると税率は高くなります。

贈与税の計算

贈与税の計算式

同額の贈与でも金額や回数の組み合わせで税額が変わります。（下記は特例税率による贈与税額です）

DCB贈与日の最終価格（終値） 贈与した月の終値の平均額 贈与した前月の終値の平均額 贈与した前々月の終値の平均額

次回は、マイホームや教育資金、子育て・結婚資金などに関する
「生前贈与」の活用方法をご紹介します。

1

2

3 株式などを贈与する場合

贈与はできるだけ早く始める

さらに

（1年間に贈与を受けた財産の合計額－基礎控除額110万円）×税率－控除額＝贈与税額

基礎控除後の課税価格

　200万円 以下

　200万円超　   300万円以下

　300万円超　   400万円以下

　400万円超　   600万円以下

　600万円超　1,000万円以下

1,000万円超　1,500万円以下

1,500万円超　3,000万円以下

3,000万円超　4,500万円以下

4,500万円超

特例税率（20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合） 一般税率（左記以外の場合）

税率 控除額 税率 控除額
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　－

10万円

30万円

90万円

190万円

265万円

415万円

640万円
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　－

10万円

25万円

65万円

125万円

175万円

250万円

400万円

合計4年目3年目2年目1年目

税額1年・1人あたりの
贈与金額

贈与金額1,000万円の場合

年数・人数

177万円　

48.5万円　

14万円　

3万円※

　－　

48.5万円　

14万円　

3万円※

　－　

　－　

14万円　

3万円※

　－　

　－　

14万円　

3万円※

177万円

97万円

56万円

12万円

1,000万円

500万円

250万円

125万円

1年・1人

2年・1人

4年・1人

4年・2人
※1.5万円×2人



■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3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

H29/2 第24号
今回の色図鑑は、静岡で初の県立博物館「ふじのくに地球環境史ミュージアム」を紹介しまし
た。博物館では、展示室の壁を2色に塗り分けたり、部屋の中にシーソーを置いたりと、展示の
見せ方も工夫されています。その中の一つである「生命のかたち」という展示室では、魚から
人間までの骨格標本が進化の過程順に並んでいました。骨格標本は「人間」以外は全て本物
で、まるで授業を受けているかのように黒板の方を向いて着席しているところがとてもユニー
クだと感じました。みなさんもぜひ訪れて、テーマに沿った空間を楽しみながら、地球や生命に
ついてじっくり考えてみてはいかがでしょうか。

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。

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。

●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。

天気管地球儀…2名様
ガラス内で変化する結晶の形から、
天気を予報できるストームグラス。
インテリアとしても楽しめます。

「東海道五十三次」グッズセット
（マット・コースター・絵はがき）…3名様
静岡県の宿場が描かれた、
紙製テーブルマットとコースター（各5枚）に、
全宿場分の絵はがきを加えた盛りだくさんのセット。
※マット、コースターの柄はお選びいただけません。

ダルトン 
ルーペ「DORADO」
…3名様
真鍮とガラスでできた、
クラシカルなルーペ。
持ち歩いて使うのにも、
書斎で読書するのにも
適したサイズです。

懐紙・懐紙入れ…3名様
お茶席やお食事の席以外にも、ティッシュや
メモなどにも使える便利な懐紙。
懐紙入れは風合い豊かな型染和紙製です。
※柄はお選びいただけません。

見本

お米券2kg
…10名様

対象店舗は、お近くのJAにお問い合わせください。

※対象のJA直売所・ファーマーズマーケットのご
　利用分をJAカードでお支払いいただくと、JAカ
　ードご利用代金ご請求時に割引した額でご請
　求いたします。
※一部、対象とならない商品、サービスがあります。
※本特典は、2017年4月1日ご利用分から対象と
　なる予定です。本紙掲載の内容は2017年1月
　現在のものであり、予告なく割引率の変更や割
　引開始時期を変更する場合があります。
※本特典は三菱UFJニコスが発行するNICOSブ
　ランドのJAカードが対象です。JCBブランドのJA
　カード、JAビジネスカード、JAコーポレートカード
　は、本紙記載の特典の対象となりません。

対象のJA直売所・ファーマーズマーケット


