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農山漁村等地域の情報集積を活用した持続可能な農山漁村等地域育成への貢献 

 

（6）収穫体験付定期積金(ブルーベリー・芋ほり) 

ＪＡ東京みなみ（東京都） 

新規 継続 

  

○ 

（平成 22年 7月） 

 

1 動機（経緯） 

当商品は、農業者の所得増大と農業生産の拡大、並びに収穫体験を通して地域農産物のＰ

Ｒと地産地消の取組みの一環として実施しております。収穫体験日を休日（土・日・夏休

み）に設定することで、親子で楽しみながら地域農業について理解を深めていただきたい

という思いから、平成 28 年度より、新たに芋ほり(じゃがいも)収穫体験付定期積金を商

品に加え、継続して実施しています。 

2 概要 

平成 29年度の収穫体験付定期積金の概要は以下のとおりです。 

1 商品概要 

（1）商 品 名：ブルーベリー摘み取り券付定期積金 

芋ほり収穫体験付定期積金 

（2）募集期間：平成 29 年 7月 3日(月)～9月 29日(金) 

（3）預入期間：2 年以上  

（4）満期金額：24万円以上(毎月 1万円以上の掛込み) 

（5）契約特典：24万円を 1 口として、ブルーベリー摘み取り券 1枚(250ｇ相当) 

        または、芋ほり収穫券 1 枚(じゃがいも 3株相当)をお渡しします。 

2 収穫体験の概要 

（1）ブルーベリーの摘み取り体験は、契約した翌年(平成 30 年 7月下旬～8月中旬まで)

に当ＪＡが指定した管内の 20 農園の中から、お客様が農園を選択して摘み取り体験

をしていただきます。 

（2）芋ほり(じゃがいも)収穫体験は、契約した翌年(平成 30 年 6 月下旬の土・日曜日の

どちらか)に、当ＪＡが指定した管内の農園へご来園いただき、収穫体験をしていた

だきます。 

3 成果（効果） 平成 29年の実績については、取扱件数：1,389件・給付契約額：333百万円となりました。 

4 今後の予定 
引き続き、地域の「農」を生かし、みなさまに喜ばれるようなＪＡらしい金融商品の検討・

導入をしていく予定です。 
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