


静岡のお酒とおつまみをお取り寄せ

　　お取り寄せ方法 ［オンラインショップ］

大人の贅沢、
家飲みを愉しもう

家で過ごす時間が長くなり、お酒に凝り始める人が増えているようです。
外飲みと比べて割安なので、ワンランク上のお酒にも手を出しやすいのも家飲みの魅力。
地元のクラフトビールや地酒など、生産者の想いが詰まったものを取り寄せて、
地域貢献につながれば、それもうれしい話。
いつもよりちょっと贅沢に、大人の家飲み時間を愉しんでみませんか。

お酒が苦手な人や妊婦さんも楽しめる！

はちみつ甘酒 長坂養蜂場 [浜松市]
酒粕は一切使わずに、米と米麹から作った甘酒にはちみつをプラス。
飲む点滴といわれるほど美容健康にいい甘酒で、夏の疲れを癒しましょう。
900ml 1,080円　

株式会社 長坂養蜂場
浜松市北区三ケ日町下尾奈97-1
TEL●0120-40-1183
HPオンラインショップ●https://www.1183.co.jp

雑味を感じない、澄んだきれいなビール
ブレークアウェイIPA
オクタゴン ブリューイング［浜松市］
ブリューパブの店内にある小さな醸造所が目指すのは
雑味を感じないきれいなビール。「ブレークアウェイ
IPA」は、シトラスやマンゴー、パイナップルのようなフルー
ティーなホップのアロマが特徴。　
330ml 599円（税込）

新型コロナの影響を受けたビアバーやブルワリーを支援！ 
静岡発のオンライン企画

WEBサービス「オンラインタップルーム」にて全国
のブルワリーからお好きなビールを購入し、疑似入
店すると、ビールを通じた「オンライン飲み会」に参
加可能。お店の雰囲気やスタッフ、お客さんとの
時間をオンタイムで共有できると新たな楽しみ方が
全国へと広がっています！  
運営管理●静岡クラフトビアマップ
https://onlinetaproom.wixsite.com/home

本場ドイツの伝統を守る正統派ビール

マイン・シュロス［浜松市］

「HAMAMATSU BEER」
飲み比べ４種４本セット

開業23年の地ビールレストラン「マイン・シュロス」の
定番は、ヴァイツェン、アルト、ヘレス、シュヴァルツの4
種類。
3,800円（税込）［送料無料］

ペアリ
ング♥おつまみ　craft beer

ペアリ
ング♥おつまみ　craft beer

浜松餃子・肉料理・揚げ物

夏は冷やして。夏バテ解消にも

　　お取り寄せ方法 ［電話・FAX・オンラインショップ］ 　　お取り寄せ方法 ［オンラインショップ］
オクタゴン ブリューイング （丸八不動産株式会社）
浜松市中区田町315-25
TEL●053-401-2007　HP●http://octagonbrewing.com/
オンラインショップ●https://octagonbrewing.stores.jp/  

マイン・シュロス （浜松アクトビールコーポレーション）
浜松市中区中央３-８-1
TEL●053-451-0321（FAX：053-457-0555）　HP●http://www.meinschloss.jp/
オンラインショップ●https://www.rakuten.ne.jp/gold/hamamatsubeer/

お話を伺った方

野菜たっぷりのマリネ

地元愛あふれる個性派ビール

国内屈指のクラフトビール大国、静岡。新しいブルワリーが続々登場！

カケガワビール ［掛川市］深蒸し茶ビール  ほうじ茶ビール
ベルギービールをベースに、地元の農産物を活かしたビールを手掛けるカケガワビ
ール。「深蒸し茶ビール」は飲んだ後に感じる深蒸し茶の香りや渋みが魅力。「ほう
じ茶ビール」は煮込んだ肉料理など味がしっかりしたおつまみに合います。季節ごと
に登場するオリジナリティに富んだビールにも期待！［左］ほうじ茶ビール　
330ml 530円（税込）、［右］深蒸し茶ビール 330ml 580円（税込）

直営のカフェ&ダイニング「Funny farm（ファニー
ファーム）」ではボトルビールのテイクアウトが可能！
〈掛川市駅前7-20 ウィタス138ストア内〉

クラフトビールはちょっ
と高めの5～8℃で
ゆっくり飲むと、温度
が変化して、味わい
の違いが楽しめます

地ビール工房　カケガワ ファームブルーイング 
代表 杉浦健美さん

ペアリ
ング♥おつまみ　craft beer

　　お取り寄せ方法 ［電話］
カケガワ ファームブルーイング
掛川市肴町3番地の5　TEL●0537-25-6811
Facebook●https://www.facebook.com/KakegawaBeer/

ドイツを代表するソーセージや
ジャーマンポテト

「深蒸し茶ビール」の繊細な
香りを楽しむならさっぱりした
ものがおすすめ。

期間限定
商品



JAタウン『しずおか手しお屋』

JAタウン『しずおか手しお屋』

中国浙江省原産の希少な「金華豚」
の肉の柔らかさと良質な脂肪、静岡県
系統豚「フジロック」由来の霜降り肉
を併せ持つ、理想的な肉質のポークウ
インナー。少し焦げ目がつくくらい焼い
て食べるとより美味。
内容料：１０００ｇ
販売価格:3,780円（税込） 

富士山のふもと御殿場で育った東富
士農産の「太陽チキン」。開放式の鶏
舎で太陽の恵みをたっぷり受けたチキ
ンをスモークに。おつまみに、一品料
理におすすめ！
セット内容：
①ムネ（ハーブ）（1枚・約300g）②サ
サミ（2本・約150g）③テバモト（3本・
約200g）※ｇ数は目安です
販売価格:2,880円（税込） 

金豚王ウインナー1kg チキンスモーク人気3種セット 浜名湖うなぎ真空長蒲焼

https://www.ja-town.com/shop/c/c4301/　静岡県経済農業協同組合連合会

静岡ならではの特産品をお届けするJAのオンラインショップ！旬の農水産物から、クセになる絶品まで産地からご自宅へ直送！全国送料込価格です！
※掲載商品は別途クール便代金がかかります

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

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

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

キリっと辛口や、華やかな吟醸香…
夏こそ、冷酒の魅力を堪能！

伝統と技術、そして新たな日本酒の創出
花の舞酒造 [浜松市]Abysse（アビス）

静岡県産米を100％使用しこだわりの地酒を造り出している花の舞酒造。日本酒造りの伝統的な技をベースに
フランス ブルゴーニュの白ワイン酵母を使用した「アビス」は、洋食にも合う新感覚の日本酒です。
720ml 1,650円（税込）

お話を伺った方
花の舞酒造株式会社

Abysse ブランドマネージャー 山口晃さん

直営ショップでは、
知識豊富なスタッフが
お酒をご案内！

超辛口純米酒 あさりの酒蒸し

お取り寄せ方法 ［オンラインショップ］

米由来の旨味を味わいつつ、
しっかりと冷やすとより酸のキ
レが増し、淡麗さを楽しめます。
720ml 1,180円（税込）

花の舞酒造株式会社
浜松市浜北区宮口632
TEL●053-582-2121 
（FAX：053-589-0122）　
HP●https://www.hananomai.co.jp/
オンラインショップ●
アマゾン、楽天、ポンパレモール

豊かな自然と温暖な気候の恵みあふ
れる浜名湖で、生産者が手間をかけ、
心を込めて育てた浜名湖うなぎを浜名
湖漁業協同組合の加工場で仕上げ
た逸品。
セット内容：
140g×5尾、タレ100ml、山椒
販売価格:
16,000円（税込） 

果実の花を思わせる芳醇な香り

山中酒造[掛川市]

葵天下　純米吟醸　
誉富士　生酒

金目鯛の刺身
のどくろの刺身
ウナギの白焼き

　　購入可能店舗

山中酒造合資会社
掛川市横須賀６１
TEL●0537-48-2012（FAX：0537-48-6312）
HP●http://www5a.biglobe.ne.jp/̃yamanaka/

・ 酒のバオオ（浜松市北区三方原町６１－２）
・ これっしか処（掛川市南１丁目1－１）
・ 杉山商店（伊豆の国市南江間１６５）　他

「誉富士」を100％使用した純米吟醸。花酵母の使
用により、穏やかで柔らかな果実の花の香りを思わ
せ、味わいは、やや辛口、ふくよかでスッキリとした飲み
心地です。　
720ml 1,533円（税込）

ペアリ
ング♥おつまみ　SAKE

シャンパンのような甘い口あた
りで、普段お酒の飲めない人
にも人気です。
300ml 713円（税込）

ぷちしゅわ日本酒
ちょびっと乾杯　

お米も麹も酵母も全て静岡オリジナル！

土井酒造[掛川市]
家飲み”開運” 掛川酒セット

しらす

　　お取り寄せ方法
　　[電話・FAX・メール]
株式会社 土井酒造場
掛川市小貫633
TEL●0537-74-2006（FAX:0537-74-4077）
E-mail●doisake@plum.ocn.ne.jp
HP●http://kaiunsake.com/

掛川で生まれた杜氏が、掛川の原料と地元の史跡
「高天神城」のお水でつくった「夢仕込み」と「葛の
里」の2本セット。オリジナルおちょこが２つ付きます。
4,000円（税込）［送料、代引手数料込み］

ペアリ
ング♥おつまみ　SAKE

ペアリ
ング♥おつまみ　SAKE

しっかり冷やして白ワイン感
覚で、魚介類や夏野菜など、
繊細な味わいを楽しんで。

新しい日本酒の新し
いおいしさを開拓す
るために日々研鑽
中！お酒に合うペア
リングもアドバイスし
ますので、酒蔵にも
見学に来てください
（※要事前予約）

本鮪あぶりトロ・鰹たたき詰合せ

焼津で水揚げされた天然本マグロの
中トロと、1本釣りのカツオを炭火で焼
き上げた人気のセット。創業明治41
年の老舗・焼津やままさが贈る熟練職
人の技をぜひ！
セット内容：
本鮪あぶりトロ1柵110g、鮪のたれ1
本90ml、鰹たたき1柵280g、鰹たた
きのタレ2袋
販売価格:5,180円（税込） 



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。

一匹のハチが一生で集められるは
ちみつの量は、ティースプーン1杯
分とか。自然界で最も甘い蜜とい
われるはちみつの世界に潜入！

みかん畑に囲まれた浜名湖の湖畔でミツバチ
の飼育を始めて以来、はちみつを作り続けて
85年の長坂養蜂場。店内には多数のはちみ
つやはちみつ加工商品があり、幅広い年齢層
が訪れます。なかでも人気は、“追いはちみつ”
がＳＮＳで話題の「はちみつソフトクリーム」
です。

みかんの産地ではちみつ一筋85年
はちみつに含まれるビタミン、ミネラル、アミ
ノ酸、酵素などは、健康や美容にも嬉しい効果
があります。免疫力アップや生活習慣病予防、
保湿効果などが期待されることから、手軽に
食べられる加工食品やスキンケア商品など多
彩に開発され、はちみつの用途はますます広
がっています。

健康、美容にも。はちみつの効能

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

株式会社 長坂養蜂場
浜松市北区三ケ日町下尾奈97-1
TEL.0120-40-1183
https://www.1183.co.jp

お話を伺った方
市川 智代さん

蜜の原料となる花によって
味・香り・色もさまざま。

自分にぴったりのはちみつを
見つけるのもいいですね。

健康志向の高まりからも、見直されている「はちみつ」。パンから料理まで幅広く使ってヘルシーライフ！

■はちみつ柚■はちみつ＆マーガリン■二代目の蜂蜜　

長坂養蜂場の二代目が、あかしあ
とみかんの２種類のはちみつをブ
レンドしたオリジナル。上品な甘さ
で、あっさりしたおいしさが人気。

１度食べたらクセになる
メディア掲載No.1商品。
全国からお取り寄せが殺到、
リピーターも多い。

ビタミンCたっぷりの柚とはち
みつを合わせたドリンク。
水や炭酸水で割って飲んだ
り、かき氷のシロップにも。

450gボトル1,340円（税込） 165g 680円 （税込）※クール便 500ml 2,210円 （税込）

ハニートマト
[つくり方]

スイーツみたいなトマトのマリネ

1. トマトはヘタを取り、十文字に浅く切り込みを入れる
2. 沸騰したお湯にトマトを5秒ほど入れ、冷水にとる
　 ※ゆですぎないよう注意
3. トマトが冷えたら湯むきをし、器に入れてはちみつをかけ、
　冷蔵庫で冷やしてミントを添える ※長く冷やすと味がなじむ
★そのまま食べたり、ヨーグルトにいれたり、お好みでどうぞ！

オンラインショップでは
Web限定商品もあります

はちみつレシピ

おいしさいろいろ！はちみつを楽しもう



きちんと保存をしておいしさ長持ち！

夏のメニューに取り入れたい
みずみずしくて、さっぱりした食感！

トウガンは「冬」の「瓜」と書きますが、旬は夏の暑い季節。保
存性が高く、丸いまま冷暗所で保存すれば冬まで貯蔵でき
ることから、その名がつきました。スーパーでは1/4カットで
売られていることが多いですが、使い切れない場合はワタ
と種を取り除き、皮つきのままキッチンペーパーとラップに
包んで野菜室で保存しましょう。また、皮をむき、使いやすい
大きさに切って冷凍すれば約１か月保存ができます。

★収穫時期・旬の時期
トウガン

収穫は6月～9月　旬は7月～8月

効用

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

調理法いろいろ！トウガンレシピ

JAとぴあ浜松
営農販売課
井口功さん

お話を
伺った方

JAとぴあ浜松で検査・出荷されるトウガンは、濃い緑色が
鮮やかで、みずみずしく、そのおいしさはお墨付きです。さ
っぱりとしてクセがないので、夏バテで食欲がないときに
もぴったり。カリウムを豊富に含んでおり、体の調子を整え
てくれます。煮物やスープによく使われますが、炒め物、和
え物、あんかけなど、調理法や味付け次第でいろいろな料
理のレパートリーが楽しめます。

手に入る
のはココ

カリウム
●血圧を下げる ●むくみを解消する
ビタミンC
●紫外線による日焼けダメージを抑える
●抗酸化作用で、老化、ガン、生活習慣を予防する。

とぴあファーマーズマーケット、
県内スーパーなど

★トウガンの和風肉巻き

★トウガンのわらびもち風

　細長く切ったトウガンに豚肉を巻きつけ、
　サラダ油をひいたフライパンで焼く。
　梅肉としょうゆを混ぜてつくったタレをかけ、
　のりを刻んで散らす。

1

2
　５mm角ぐらいに切ったトウガンを
　柔らかくなるまで茹でたら、水につけ軽く冷やす。
　片栗粉をまぶし、沸騰した湯で片栗粉が
　透明になるまで茹でる。
　氷水でしっかり冷やし、ザルに上げて器に盛ったら、
　砂糖を混ぜたきな粉と黒蜜をかける。

1

2

3

●材料 ４人分（目安）
トウガン 1/4個
豚肉 300ｇ
しょうゆ 適量
梅肉 適量
サラダ油 適量
焼きのり 適量

●材料 ６人分（目安）
トウガン 1/4個
片栗粉 100ｇ
★トッピング
きな粉、砂糖、黒蜜

煮てよし、炒めてよし、
生でもよし。

調理法いろいろな
夏野菜！



相続の開始まで信託銀行等が保管するため、偽造や隠匿、紛
失の心配がありません。

信託銀行等が税理士等の専門家と連携しながら、正確・迅速な
相続手続きをしてくれます。

第二回「遺言信託とは」
遺言書は、家族みんなが末永く円満に過ごしていくためにとても大事なものです。そして、円満な相続を実現する遺言書を作るためには、民法や相
続税等も考慮して財産分けを考えることが望ましいと言えます。しかし、どうやって作れば良いかわからないという方もきっと多いことでしょう。
そんな方のお役に立てるのが、今回お話しする「遺言信託」です。

遺言信託の流れ１
遺言信託とは、信託銀行や信託会社（以下、「信託銀行等」といいます。）が遺言書作成の相談から、遺言書の保管、そして遺言書の執行まで相続に
関する手続きを支援するサービスです。その大まかな流れを下の図で見てみましょう。

～ 一般的な遺言信託の流れ ～ （信託銀行等を遺言執行者に指定する場合）
①遺言書作成の相談 ②遺言公正証書の作成

長
男
に
多
く
の
財
産
を

遺
し
た
い
の
だ
け
ど…

お
気
持
ち
に
変
化
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

③遺言公正証書の預かり ④定期的な照会

⑦遺言の執行⑥財産調査・財産目録の作成⑤遺言書の開示

何
か
ら
何
ま
で

あ
り
が
と
う

遺
言
書
を
読
み
上
げ

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
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遺言の趣旨や家族構成、財産の明
細などを確認していきます。

遺言の趣旨を適切に表現した文
案を案内し、公証役場にて遺言公
正証書を作成します。

信託銀行等と遺言公正証書の保
管契約を結び、遺言公正証書（正
本、謄本）を保管してもらいます。

遺言の内容、財産、相続人の変動
など、書換えの必要の有無を定期
的に確認します。

信託銀行等は、遺言書に従って名
義変更や財産の引き渡し等を行
います。最後に、遺言執行が完了
したことを相続人・受遺者に報告
します。

遺言執行者に就職（就任）した信
託銀行等は、相続財産の目録を
作成して相続人・受遺者に報告し
ます。

信託銀行等が相続人・受遺者に遺
言書を開示します。

※図は一般的な遺言信託の流れを表したものです。
　詳細については各社で異なる場合があります。

２

３

信託銀行等が遺言書の作成に関するアドバイスからその保管や遺言執行まで引き受けます。

①遺言案文の提供

②公正証書遺言による作成

③しっかり保管

④遺言内容等のメンテナンス

⑤円滑な手続き

遺言書の作成をお考えでしたら、
遺言信託を検討されてみてはいかがでしょうか。

静岡県のＪＡでは、農中信託銀行の代理店として、以下のＪＡで遺言信託を取り扱っています（ただし、組合員様限定です）。
詳しく知りたい方は、是非ＪＡにご相談ください。（※）

遺言信託代理店
ＪＡ伊豆の国　ＪＡなんすん　ＪＡ御殿場　ＪＡ富士市　ＪＡ富士宮　ＪＡ静岡市　ＪＡハイナン　ＪＡとぴあ浜松
（なお代理店ごとに取扱店舗が定められています。）

※ 農中信託銀行はＪＡグループの信託銀行です。
※ 代理店が行う遺言信託代理業務は契約締結の媒介です。
※ 遺言信託には所定の費用等が必要となります。また身分に関する事項については執行をお引受けできません。

公
証
役
場

財産目録
土地　～～　～～　￥～～
土地　～～　～～　￥～～
建物　～～　～～　￥～～
預金　～～　～～　￥～～相続開始後

ＪＡでも取り扱っています！

遺言信託のメリット （信託銀行等を遺言執行者に指定する場合）

信託銀行等が持つノウハウを生かして、遺言の趣旨を適切に
表現した案文を提供してくれます。

遺言書は公正証書で作りますので、要式の不備のない遺言と
なり、無効となるおそれはありません。

遺言書を作成した後も定期的に照会があるので、遺言書の内容
を変更する必要が生じた場合に書換えの対応をしてもらえます。



税理士　柴原一

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」（新型コロナ税特法）が令
和2年4月30日に成立し、同日公布、施行されました。私たちにとって影響が大きいと考えられる措置を取りまとめました。

給付金の非課税等
次の給付金は所得税・住民税非課税となります。
●特別定額給付金（一人あたり100,000円）　●子育て世帯臨時特別給付金（児童一人につき10,000円）

（新型コロナ税特法 第4条）

納税の猶予制度の特例
概　　要

概　　要

チケットの払い戻しを受けなかった場合の寄付金控除等
払い戻しを受けなかった金額について、寄附金控除又は所得税額の特別控除の適用を受けられます。 

（新型コロナ税特法 第5条）

概　　要

手　　続

大規模法人等以外の
資本金１億円超10億円以下の法人も適用が可能になります。

令和２年２月１日から令和４年１月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金に適用

（新型コロナ税特法 第7条）

概　　要

適用対象期間

住宅ローン控除の適用要件の見直し（新型コロナ税特法 第6条）

概　要1

概　要2

（新型コロナ税特法 第3条）

次のいずれの要件にも該当する者
①令和2年2月以降の事業等に係る収入が、前年同期比20%以上減少
②一時に納税を行うことが困難であること 
預貯金の額（６ヶ月分の「運転資金＋個人の場合生活費」）が0以下であること 

収入が大幅に減少している事業者は、1年間、担保の提供不要、延滞税なしで、納税の猶予が受けられます。

対 象 者

令和２年２月１日から令和３年１月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼ全ての税目（納期限経過後のものも遡及適用可能） 

指定を受けたイベントの主催者に払い戻しを受けない意思を連絡し、「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の交付を受け、確定
申告書に添付します。

対象税目

申請手続 令和２年６月30日又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要

～住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例～

令和２年12月31日までに入居できなかった場合でも、次の要件を満たすときは、控除期間が13年の住宅ローン控除を適用できます。
●新型コロナウイルス感染症の影響によって新築住宅等への入居が遅れたこと
●次の日まで取得等の契約を行っていること 
新築：令和２年９月30日 建売・中古・増改築等：同年11月30日

中古住宅取得から６か月以内に入居できなかった場合でも、次の要件を満たすときは、住宅ローン控除を適用できます。
●取得後に増改築等を行った中古住宅への入居が新型コロナウイルス感染症の影響により遅れたこと
●増改築等の契約が、中古住宅取得日から５ヶ月後までまたは令和２年6月30日までに行われていること 
●増改築等終了後６か月以内に、入居していること

消費税の課税選択の変更に関する特例（新型コロナ税特法 第10条）

概　　要

手　　続

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者の売上が前年同期比50%以上減少した場合、課税期間開始後においても課税選択
の適用変更を認めます（課税事業者選択届出書を提出しても２年間の継続適用は強制されません）

テレワーク等のための中小企業の設備投資税制（中小企業等経営強化法施行規則 第16条）
概　　要

手　　続

中小企業経営強化税制（即時償却又は税額控除7%・資本金が3,000万円以下の法人は10%）の対象設備に、テレワーク等のための
設備投資（Ｃ類型）が追加されました。

設備取得前に事前認定が必要です。 
①投資計画について経済産業局の確認書の発行を受ける（約一か月）
②上記確認書を添付し、主務大臣に経営力向上計画を提出し、認定を受ける（約一か月）
③設備を購入する
④投資計画の確認書、経営力向上計画の申請書及び認定書を確定申告書に添付して即時償却又は税額控除の適用を受ける

申告期限までに申請書を提出し、個別の承認を受ける必要があります。
※簡易課税制度の適用に関しては、消法37の２「災害等による消費税簡易課税制度選択（不適用）届出に係る特例承認申請書」の提出により対応可能。

法人の欠損金の繰戻しによる還付

（新型コロナ税特法 第11条）

概　　要

特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税

～消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例～

適用対象期間 令和２年２月１日から令和３年１月31日までの期間に売上減少が生じた期間が存在する課税期間から適用

金融機関等（公的・民間）が、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者に対して行う特別な金銭の貸付けに係る消費貸借
契約書（令和３年１月31日まで）については、印紙税を課しません。



■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
https://www.jabank-shizuoka.gr.jp

発行元　
静岡県信連JA企画推進部

応募方法

2020年9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

2020/8　第38号
新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が解除された今、徐々に「日常」が戻りつつあ
りますが、まだまだ安心できない日々が続いています。そのような中で、少しでも皆さま
の心のよりどころにしていただけるよう、本号ではおうちでお酒を楽しむための情報をお
届けしています。ご当地のクラフトビールや地酒、地場産のおつまみなど、静岡を応援し
ながら、素敵な晩酌を堪能してみてはいかがでしょうか。

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。

見本

雪あかり 冷酒揃
〈徳利1本・盃2個〉…1名様
雪の結晶のように繊細なヒビが
美しいクリスタルガラスの酒器。

ビアグラス…1名様
マイルドな泡が立つ形状で
ビール本来の
おいしさが味わえる。

超音波式ハンディ
ビールサーバー…１名様
缶ビールをセットしてクリーミーな
泡をつくるビールサーバー。

箸置付２膳セット…1名様
美しい桜柄が
おいしい食事を引き立てる。

コースター
２枚セット…2名様
かすり柄のシンプルなコースター。

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。

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。

お米券2kg
…10名様


