
ピポパ deろうきん 携帯電話からでもOK

0120-609-123
https://shizuoka.rokin.or.jpインターネットホームページ

フリーダイヤル 平日9:00～18:00 に関するご意見・お問い合わせは〈静岡ろうきん〉ホームページの
「お問い合わせ・資料請求」まで お寄せください

ピポパ deろうきん 携帯電話からでもOK

0120-609-123
https://shizuoka.rokin.or.jpインターネットホームページ

フリーダイヤル 平日9:00～18:00 に関するご意見・お問合せは〈静岡ろうきん〉ホームページの
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動物たちの命
の物語を描き
続ける絵本作
家の原画展。
色鮮やかなあ
べ弘士の世
界をお楽しみ
ください。
会 期：7 / 2
（土）～8/28
（日）・木曜休館（8/11は開館）

キユーピー株式会社

生鮮売場専用商品ブランド『フレッシュス
トック®』からフライパンで蒸し焼きにする
だけで、簡単にメインのおかずを作ること
ができる「鮭の蒸し焼き醤油マヨソース」を
新発売。

静岡市駿河区谷田53－2　
☎054-263-5755

リニューアル 

下田市3-22-31　☎0558-22-3567

キユーピー 鮭の蒸し焼きソース
鮭の蒸し焼き 醤油マヨソース
鮭の蒸し焼き ガーリックソース　
鮭の蒸し焼き トマトのソース　　　
鮭の蒸し焼き バジルソース  4品セット

あべ弘士の絵本と美術 動物たちの魂の鼓動
ペアご招待券

佐野美術館

新発売

キリンビバレッジ株式会社 静岡営業部

キリン 生茶

ニューヨークランプミュージアム＆
フラワーガーデン
ペアご招待券

アサヒビール株式会社 静岡支社

ＫＡＧＯＭＥのトマ
ト1個分を使用し
た、トマトのビアカ
クテル。ビール類な
らではののど越し
にトマトの果汁感
が加わって、すっき
りとしながらもコク
のある味わいが特
長です。

アサヒ  レッドアイ　　
缶350ｍｌ×24本/1ケース 

何処よりも海の生き物たちとの距離が近
い水族館。イルカやアシカ、アザラシ、ペン
ギンなどの楽しいショーを毎日開催。

下田海中水族館
ペア入場ご招待券1ケース(24本入り)

※応募は20才以上の方に限ります。

※予約優先制

三島市中田町1-43　☎055-975-7278

『ライオンのへんないちにち』
（2002年/佼成出版社） ©Hiroshi Abe 《戦服将軍俑》統一秦、秦始皇帝陵博物院、

一級文物

ペアご招待券

2000年以上前
の秦と漢の王
朝の時代に、地
下に埋蔵された
兵馬俑に焦点
を当て、古代中
国の歴史に迫り
ます。会期6月
18日（土）～8
月28日（日）　

静岡市葵区紺屋町17-1葵タワー3F　
☎054-273-1515

歌川国貞「武蔵坊弁慶 御曹子牛若丸」 文化
10-11年（1813-14）頃
William Sturgis Bigelow Collection　　
Photograph © Museum of Fine Arts, Boston

アメリカ・ボ
ストン美術館
所蔵の武者
絵118点を
国内初出展
し、共通の図
様がデザイン
された鐔とと
もに展示。さ
らに国宝、重要文化財を含む名刀約２０口も
展観する。会期：7月2日（土）～8月28日（日）

「キリン 生茶」
「キリン 生茶 ほうじ
煎茶」がリニューア
ル発売！「キリン 生
茶」は中味・容器・
パッケージデザイン
全てを刷新。後味が
すっきりとした「摘み
たて生茶葉のようなあまみ、香り」が楽しめ
るおいしさへと進化。ラベル短尺化と再生
PET樹脂を100%使用した「R100ペット
ボトル」を拡大し、環境取り組みも推進。

兵馬俑と古代中国～秦漢文明の遺産～
静岡県立美術館

ペアご招待券

「ボストン美術館所蔵 THE HEROES
 刀剣×浮世絵－武者たちの物語」展

冨嶽三十六景と東海道五十三次
静岡市美術館

伊東市富戸841-1　☎0557-51-1128

約120年前に作られたティファニーランプ
を展示するミュージアムと、四季折々の花が
咲くガーデン。夏は、伊豆大島を望む岬の花
壇がヒマワリに彩られる。

MOA美術館

ペアご招待券

熱海市桃山町26-2　☎0557-84-2511 

本展は、浮世絵風景版画の中でも、シリーズ
ものとして双璧をなす葛飾北斎「冨嶽三十
六景」と歌川広重「東海道五十三次（保永堂
版）」をご紹介します。

葛飾北斎 「冨嶽三十六景」 神奈川県沖浪裏
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※LWサポートからの情報発信、プレゼント発送、情報誌編集など
　事業活動以外の第三者による利用はありません。

ハガキでのご応募

LWサポートウェブから
 〈締切/2022年7月10日 (日)必着〉

郵便ハガキをご用意の上ご応募ください。
①ご希望の賞品番号②〒・住所（当選者発
送時用）③電話番号④氏名(お勤め先発送の
場合部署名などもご記入ください)⑤本誌
の入手先(会社名・団体名・店頭・郵送など)
⑥プレゼント担当者にひと言メッセージを♪
応募先：〒420-0015静岡市葵区錦町7-3
   インナーコート1F「LWプレゼント」係まで

当たる！
抽選で 組様に

当たる！
抽選で 組様に4242

iDeCoの加入可能年齢が60歳未満から65歳未満に引き上げられました。
iDeCoについては、国民年金被保険者（国民年金保険料の納付者）である必
要があるなど一定の要件を満たす必要があります。これまでより運用期間が
長くとれるため、iDeCoを始める時期が遅くなっても、加入するメリットが得られるようになりました。

・
・

加入可能年齢の引き上げ（2022年5月～）

現行の制度では、企業型ＤＣ加入者のiDeCoの加入は、企業型確定拠出年金の規約に定め
がないと認められませんでしたが、2022年10月以降は一定の要件（マッチング拠出を選択
しない、企業型ＤＣの事業主掛け金が毎月拠出等）を満たせば、
企業型ＤＣに加入されている方もiDeCoに加入できるようにな
り、年金資金をさらに積み立てることが可能となります。

確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の
加入要件が拡大されます

企業型ＤＣ加入者のiDeCo 加入の要件緩和（2022年10月～）

〈ろうきん〉では、「iDeCoスペシャルサイト」をご用意し、iDeCoの制度内容をわかり
やすく解説しています。どなたでも自由に無料で利用できますので、是非ご活用くださ
い。なお、iDeCoの申し込みはiDeCoスペシャルサイトからできますので、〈ろうきん〉
窓口への来店がなかな
かできない方にも便利に
ご活用いただけます。

また、サイト内の節税シミュレータにて、ご自身の節税効
果を簡単に試算できますので、iDeCoをご検討中の方は、
ぜひ参考にしてください。

～iDeCoの詳細は、「iDeCoスペシャルサイト」へ～～iDeCoの詳細は、「iDeCoスペシャルサイト」へ～

iDeCoスペシャルサイト▼
https://rokin-ideco.com/shizuoka/index.html

節税シミュレータ▼
https://rokin-ideco.com/setuzei/index.html

　人生100年時代の到来を見据え、公的年金の受給開始年齢の引き上げや定年延長等により、
シニア世代で就労する方々が一段と増えていくことが予想されています。今回は、確定拠出年金
法改正に伴うiDeCoの変更点について、主なポイントを紹介します。

企業型DCの専業主掛金(①)
IDeCoの掛け金(②)
① + ②

55,000円以内
20,000円以内
55,000円以内

27,500円以内
12,000円以内
27,500円以内

企業型DCに加入している方が
iDeCoに加入する場合

企業型DCと確定給付型(DB、厚生
年金基金など)に加入している方が
iDeCoに加入する場合

◆ 公的年金に上乗せできる私的年金制度です。
◆ 掛け金を主に企業側が負担する企業型確定拠出年金（企業型ＤＣ）と、個人が任意で
　加入する個人型確定拠出年金（iDeCo）があります。
◆ どちらの制度も運用益は非課税であり、給付金受け取り時には税制優遇措置があります。さらに、掛け金が全額所得控除の対象です。
※年金資産に対して、特別法人税が課税（年1.173％）されますが、2023年3月31日まで、
　課税は凍結されています。

確定拠出年金とは確定拠出年金とは

※iDeCo加入の際には、お勤め先の企業型ＤＣ担当者様にご確認ください。

現行

改正後

iDeCoに加入できる期間
会社員・公務員など(第2号被保険者)

(第2号被保険者)

(第1・ 3号被保険者)

会社員・公務員など

自営業者・専業主婦(夫)など

(第1・ 3号被保険者)自営業者・専業主婦(夫)など

海外居住の方(任意加入)

任意加入

60歳 65歳

2022年5月～
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