
預入期間

預入金額

懸賞品の抽選

貯金の種類

販売対象

取扱期間

①抽選権について
　お預け入れ金額20万円につき1本の抽選権（抽選番号）をお付けします。
　なお、連続した抽選番号20本（ご契約額400万円）につき必ず1本が当選します。
②当選番号の発表
　当選番号は平成30年1月中に決定し、店頭に掲示します。

③賞品の申込方法
　当選者には、平成30年2月に当選通知（懸賞品カタログおよび申込専用ハガキ）を
　送付いたしますので、専用ハガキにより希望賞品をお申し込みいただきます。

１年以上

個人の方

平成29年10月2日～平成29年12月29日まで

募集総額

長野県JAバンクは信州の食を大切に考えます

募集総額に達した場合、キャンペーン期間中であっても
募集を締め切らせていただく場合があります。

20万円以上

『信州の食・
　　ジビエ料理』
（詳しくは中面参照）

スーパー定期貯金　または　大口定期貯金

賞品のお届け先

中途解約について

賞品のお届け先住所は、貯金契約でお届けいただいたご住所となりますが、転居等の場合は、
希望賞品申込専用ハガキにより変更いただけます。
なお、お届け先の氏名は貯金契約者本人とし、変更はできません。

やむを得ず満期日前に解約する場合、抽選権および当選権は失効します。

ちょリス バスタオル / ちょリス キッチンプレート ＆ちょきんぎょ ふきん

商 品 に 関 す る 概 要

プ レ ゼ ン ト 条 件

「Slow風土（スローふうど）」って？
JA長野県グループは、「食の安全・安心」をモットーに、「食育」や「地産地消」の活動
に取り組んでいます。長野県JAバンクでは、風土豊かな信州の地で地元農家が情熱を
込めて作り・育てた食材を味わっていただき、皆様にあらためて「信州の食・風土につ
いて考え、親しんでいただけたら」と考えております。その思いが「Slow風土」です。

400億円

期間中、定期貯金等を新規ご契約の方にどちらか1個（※）プレゼント！
詳しくは、お近くのＪＡ窓口にお問い合わせ下さい。

※景品はなくなりしだい終了とさせていただきますので、ご了承ください。

人形／高橋まゆみ
撮影／嶺村 裕（日本写真家協会会員）

抽 選 で も ら え る ！

ジビエ料理ジビエ料理

秋冬キャンペーン2017
平成29年12月29日まで

大地の豊かな恵み いただきます！！

Wチ ャ ン ス ！ ひ と つ も ら え る ！

信州の食・ジビエ料理に当選されなかった方
の中から、さらに抽選で400名様にオーストリア
の伝統菓子「リンツァートルテ」をプレゼント！

「リンツァートルテ」
をプレゼント！！
「リンツァートルテ」
をプレゼント！！

トシ・ヨロイヅカ＆ヴィラデスト
コラボスイーツ第2弾

トシ・ヨロイヅカ
オーナーシェフ 鎧塚俊彦

鹿肉カレー

ヴィラデストガーデンファーム 
アンド ワイナリー代表 玉村豊男

農業・自然環境の保護と地域活性化を応援！ ちょリス バスタオル ちょリス キッチンプレート
＆ちょきんぎょ ふきん

たち吉×長野県JAバンク

ご契約いただくと
プレゼント！

秋冬キャンペーン2017長野県JAバンク



当選された方には、平成30年2月に賞品カタログと賞品申込用の専用ハガキの付いた当選通知をお送りいたしますので、お好きな賞品をお申し込みください。
［信州の食］または［ジビエ料理］の中からプレゼント！！［信州の食］または［ジビエ料理］の中からプレゼント！！

※飲酒は20歳を過ぎてからと法律で定められております。　※写真はイメージです。

信州の食
長野県内の各JAから自慢の逸品が勢揃い！
選りすぐりの食品・食材21種類の中から、
お好きな１品を旬の時期にお届けします。

JA佐久浅間

JA長野八ヶ岳

JAグリーン長野

JA松本ハイランド

JA中野市

JA松本市

JAあづみ

JAながの

JAながの

JA大北

JA洗馬

JA木曽

JA塩尻市

JA信州諏訪

JAみなみ信州

JA上伊那

中信
エリア

北信
エリア

東信
エリア

南信
エリア

1 特別栽培米
コシヒカリ「蛍」

●5kg
■発送月／平成29年5月
■JA信州うえだ

●5kg
■発送月／平成30年5月
■JA信州うえだ

手造りジンギスカン

●約1kg（※野菜は含まれません）
■発送月／平成29年5月
■JAながの

●約1kg（※野菜は含まれません）
■発送月／平成30年5月
■JAながの

3

巨　峰18

●巨峰2kg
■発送月／平成30年9月下旬～10月下旬
■ＪＡ信州うえだ

●巨峰2kg
■発送月／平成30年9月下旬～10月下旬
■ＪＡ信州うえだ

～市田柿発祥の地から～市田柿と
牛飼いの里いちだヨーグルトのセット　20

●市田柿170グラムパック×２個・牛飼いの里ヨーグルト
　100グラム×10個（プレーン5、さとうきびヨーグルト5）
■発送月／平成30年12月中旬～平成31年1月上旬
■ＪＡみなみ信州

●市田柿170グラムパック×２個・牛飼いの里ヨーグルト
　100グラム×10個（プレーン5、さとうきびヨーグルト5）
■発送月／平成30年12月中旬～平成31年1月上旬
■ＪＡみなみ信州

～南水でおもて梨（なし）～
糖度センサー選別「太鼓判 南水」19

【太鼓判、おもて梨（なし）商標登録済み】
●約2kg（5～6玉）
■発送月／平成30年9月中旬～10月上旬
■ＪＡみなみ信州

【太鼓判、おもて梨（なし）商標登録済み】
●約2kg（5～6玉）
■発送月／平成30年9月中旬～10月上旬
■ＪＡみなみ信州

ヤツレン乳製品
詰め合わせ

●ジャージー飲むヨーグルト130g×6
　レアチーズケーキ×5
　ジャージープレーンヨーグルト×1
■発送月／平成30年5月
■ＪＡ長野八ヶ岳［㈱ヤツレン］

●ジャージー飲むヨーグルト130g×6
　レアチーズケーキ×5
　ジャージープレーンヨーグルト×1
■発送月／平成30年5月
■ＪＡ長野八ヶ岳［㈱ヤツレン］

7

すずらんハウス　
ハム工房ギフト（詰め合わせ）

●すずらんガーリックウインナー 175ｇ
　すずらんバジルウインナー 175ｇ
　すずらんあらびきスモークウインナー 175ｇ
　すすらんチーズ入りウインナー 175ｇ
■発送月／平成28年5月　■ＪＡ上伊那

●すずらんガーリックウインナー 175ｇ
　すずらんバジルウインナー 175ｇ
　すずらんあらびきスモークウインナー 175ｇ
　すすらんチーズ入りウインナー 175ｇ
■発送月／平成30年5月　■ＪＡ上伊那

8

おたりの四季
詰め合わせ

●おたり漬300ｇ/山うど木の葉漬300ｇ以上２品プラス２品（収穫状
　  況により内容が変更になります。ピリ辛おたり漬け300ｇ、きゃらぶ
     き300ｇ、せせらぎ300ｇ、春がすみ300ｇなど）＊全４品をお届け
■発送月／平成29年6月上旬～7月下旬
■ＪＡ大北

●おたり漬300ｇ/山うど木の葉漬300ｇ以上２品プラス２品（収穫状
　  況により内容が変更になります。ピリ辛おたり漬け300ｇ、きゃらぶ
     き300ｇ、せせらぎ300ｇ、春がすみ300ｇなど）＊全４品をお届け
■発送月／平成30年6月上旬～８月上旬
■ＪＡ大北

13

JA信州うえだ

21 松本一本ねぎまがりちゃん（土つき）

●3kg
■発送月／平成30年11月下旬～12月中旬
■ＪＡ松本市

●3kg
■発送月／平成30年11月下旬～12月中旬
■ＪＡ松本市

シャインマスカット17

●3房詰め
■発送月／平成30年10月
■JAながの

●3房詰め
■発送月／平成30年10月
■JAながの

5 特選きのこ
詰め合わせセット

●えのき茸200ｇ×6・ぶなしめじ200ｇ×4・
　株取りエリンギ・株取りなめこ・かきの木茸 各３
■発送月／平成30年5月　■ＪＡ中野市

●えのき茸200ｇ×6・ぶなしめじ200ｇ×4・
　株取りエリンギ・株取りなめこ・かきの木茸 各３
■発送月／平成30年5月　■ＪＡ中野市

信州の自慢の逸品をお届けします！

※本チラシの掲載内容については、天候・作柄等により賞品や内容量、発送日等を
　変更させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

松本ハイランド産すいか
［A-2L］15

●1個（約8kg）
■発送月／平成30年7月中旬～
■ＪＡ松本ハイランド

●1個（約8kg）
■発送月／平成30年7月中旬～
■ＪＡ松本ハイランド

信州アルプス牛

●肩ロース300g（150g×2）
■発送月／平成30年5月～6月
■全農長野県本部

●肩ロース300g（150g×2）
■発送月／平成30年5月～6月
■全農長野県本部

4

望月高原
ヨーグルト詰め合わせ

●ハードヨーグルト100g×4個
　のむヨーグルト 500ｍｌ×1本、150ｍｌ×8本
■発送月／平成29年5月
■ＪＡ佐久浅間

●ハードヨーグルト100g×4個
　のむヨーグルト 500ｍｌ×1本、150ｍｌ×8本
■発送月／平成30年5月中旬～6月中旬
■ＪＡ佐久浅間

6
●1000ml×3本
■発送月／平成27年5月
■ＪＡ志賀高原

●720ml×1本
■発送月／平成30年5月
■ＪＡ松本ハイランド
　［山辺ワイナリー］

10 山辺ワイン シャルドネ「シュール・リー」

オーベルジュ・エスポワール
藤木シェフ推薦

ジビエ料理で
農業・自然環境の保護と
地域活性化を応援！

「一般社団法人日本ジビ
エ振興協会」と連携し、
ジビエ料理の普及拡大に
よって増え続ける鳥獣被
害を減らし、農業・自然
環境の保護と地域活性化
に努めて参ります。

みゆきポークセット

●ロースカツ用（約100ｇ×3枚）
　バラ（スライス）300ｇ
　モモ（スライス）300ｇ
■発送月／平成29年４月下旬～7月上旬
■ＪＡ北信州みゆき

2

●ロースカツ用（約100ｇ×3枚）
　バラ（スライス）300ｇ
　モモ（スライス）300ｇ
■発送月／平成30年5月中旬～7月上旬
■JAながの

14 あづみ野産100％ワイン＆ジュースセット

●シャルドネ三郷 750ml（辛口・白） 
　リンゴジュース 1000ｍｌ
　各1本づつ
■発送月／平成30年6月上旬～6月下旬
■JAあづみ

●シャルドネ三郷 750ml（辛口・白） 
　リンゴジュース 1000ｍｌ
　各1本づつ
■発送月／平成30年6月上旬～6月下旬
■JAあづみ

～信州富士見高原プレミアム
鹿肉使用～ 鹿肉カレー22

●3人前
■発送月／平成30年7月～10月
■信州富士見高原ファーム

●3人前
■発送月／平成30年7月～10月
■信州富士見高原ファーム

信州諏訪
ふるさと調味料セット

●信州産丸大豆濃口醤油・早漬うめしそ
　だしの素だいご味・さかしおみりん
　各1000ml×1
■発送月／平成28年5月　■ＪＡ信州諏訪

●信州産丸大豆濃口醤油・早漬うめしそ
　だしの素だいご味・さかしおみりん
　各1000ml×1
■発送月／平成30年7月　■ＪＡ信州諏訪

11

12 信州サーモン吟醸漬

●2切×３(養殖)
■発送月／平成30年5月～6月
■全農長野県本部

●2切×３(養殖)
■発送月／平成30年5月～6月
■全農長野県本部

川中島白桃16

●約2kg
■発送月／平成28年8月中旬～8月下旬
■ＪＡグリーン長野

●約2kg
■発送月／平成30年8月中旬～8月下旬
■ＪＡグリーン長野

9

●1個（約8kg）
■発送月／平成30年7月中旬～
■ＪＡ松本ハイランド

ジュース・ワインセット

●ぶどうジュース ７２０ｍｌ（ビン）2本
　赤ワイン ７２０ｍｌ（ビン）1本
■発送月／平成30年6月下旬～7月下旬
■ＪＡ塩尻市

●ぶどうジュース ７２０ｍｌ（ビン）2本
　赤ワイン ７２０ｍｌ（ビン）1本
■発送月／平成30年6月下旬～7月下旬
■ＪＡ塩尻市


