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ふれあい探訪

フライト・オブ・ドリームズ

Okashin News 「キャッシュレス決済セミナー」開催
岡崎幸田交通安全セーフティレディ委嘱式
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ボーイング787初号機の展示をメインとした
遊べる飛行機テーマパーク
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常滑市は愛知県知多半島の西海岸に

位置し︑年間を通じて温暖で適度の雨

量があり︑海や山の幸に恵まれた南北

に細長い街です︒海に面していること

から海運業が発達し︑戦国時代から江

戸時代には︑廻船が大活躍しました︒

2005年2月﹁中部国際空港セン

トレア﹂が開港︒中部の空の玄関口と

して︑国内はもとより日本を訪れる世

界の人々に広く利用されています︒

▲フライト・オブ・ドリームズ外観
旅客ターミナルビルやアクセスプラザから、立体駐車場
連絡通路を経由して、直接アクセスできます。
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Check!

フライ ウィズ 787 ドリームライナー

Fly with 787 Dreamliner

787実機と館内空間をダイナミックに使用した

2018年

数は延べ

月︑セントレア敷地内

万人に上る人気の施設です︒

し ま し た︒開 館 か ら 5 カ 月 で ︑ 来 場 者

マパーク﹁ FLIGHT OF DREAMS
︵フラ
イト・オブ・ドリームズ︶﹂がオープン

メインとした新しい遊べる飛行機テー

に︑ボーイング787初号機の展示を

10

品約

%は中部地域で製造され︑セン

グの最新鋭機︑ボーイング787の部

世界最大の航空機メーカーボーイン

遊べる飛行機テーマパーク

見て︑身体で感じながら学び︑楽しめる

ズを訪ねました︒

今回は︑フライト・オブ・ドリーム

80

める不思議な空間に︑ぜひ一度︑足を

リアがあります︒見て︑感じて︑楽し

しめる﹁シアトルテラス﹂の2つのエ

場の人気メニューやショッピングを楽

創業の街シアトルをテーマにした︑本

める﹁フライトパーク ﹂︑ボーイング

心に︑9つの体験型コンテンツを楽し

ボーイング787初号機の展示を中

ドリームズが誕生しました︒

ことができればと︑フライト・オブ・

通して︑航空の魅力を知っていただく

歴史的価値のあるZA001の展示を

グ社からセントレアに寄贈されました︒

べき初号機︵ZA001︶がボーイン

としての役目を終えた787の記念す

工場に輸送されています︒飛行試験機

トレアからボーイング米国の最終組立

35

運んでみてはいかがでしょうか︒
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階の観覧エリアから見る
映像と音のショー。

と、建物の壁と床の境界がなくなり、現実空間

が消え、やがて作品世界に没入し、まるで飛行

機と一緒に飛んでいるかのように感じます。

（4階での観覧は整理券制です）

1F / 4F FLIGHT PARK

フライトパーク

入場有料

世界中で話題の「チームラボ」による体験型デジタル
コンテンツで構成されるエリアです。大人も子どもも
航空について楽しみながら学び、遊ぶことができます。
営業時間：10時〜17時（最終入場16時30分）
土曜日のみ10時〜19時（最終入場18時30分）
入 場 料：大人（中学生以上）1,200円 子ども（3歳〜小学6年生）800円

奏でる！紙ヒコーキ場

Paper Plane Music Field

紙ヒコーキを折って光のゲート空間に飛ばし、
遊びながら飛ぶ仕組みへの好奇心を高めるコン
テンツです。紙ヒコーキが光に触れると空間全
体の色が変わり音が響きます。光や音の空間を
楽しむことができます。
Boeing Factory

ボーイングファクトリー
ギネスに認定された
「世界最
大の工場」
の最終組立工場の
様子を、両サイドと中央の画
面で見ることができます。
Sketch Airplane

お絵かきヒコーキ
紙に描いた飛行機をスキャンすると、
その飛行機がドーム空間内の空中を立
体的に飛び回ります。専用タブレット
で自ら描いた飛行機を操縦することも
できます。

1F SHOP ボーイングストア
ZA001 Flight Deck

米国外初出店のオフィシャルボーイング
ストア。直輸入したボーインググッズに
加え、世界でここだけでしか買えないオ
リジナルの品も多数あります。

ZA001 コックピット
実際に飛んでいた７８７の
コックピットを見学できます。

Dreamliner Explorer

歩いて集める飛行機図鑑
Airline Studio

エアラインスタジオ
架空世界でＣＡの仕事を体験！
ＣＡの制服に着替えて、主に機
内アナウンスなどの仕事の体験
ができます。

スマホアプリを会場のＱＲコードか
ら読み取ってダウンロードし、飛行
機の周りを歩きながら、自分がいる
位置を画面上でタッチすると、その
部分の説明や飛行機豆知識などの情
報を見ることができます。

10時〜17時30分
（土曜日のみ10時〜19時30分）
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2F-3F SEATTLE TERRACE

シアトルテラス

入場無料

ボーイング創業の街、シアトルをテーマとしたエリア
です。シアトルの人気店や本格グルメが集結。日本初
出店のお店もたくさんあり、ココでしか味わえないグ
ルメやショッピングをゆっくりお楽しみいただけます。

！
なんと

シアトルはスターバックス創業の街！

営業時間：10時〜22時 ※店舗により異なります

日本初出店

日本初出店

日本初出店

FRAN S CHOCOLATES

Beecher s Handmade Cheese

Ethan Stowell PIZZA & PASTA

フランズチョコレート

ビーチャーズ ハンドメイドチーズ

イーサンストゥウェル ピザ アンド パスタ

日本初出店

日本初出店

東海エリア初出店

THE PIKE BREWING RESTAURANT & CRAFT BEER BAR

SHIRO KASHIBA

Chowder s

ザ パイクブリューイング
レストラン アンド クラフトビアバー

シロウ カシバ

チャウダーズ

も

他に

フィッシュやステーキの専門店にカスタムボウル、ラーメン、ベーグル、
ジェラート・ワッフル etc... 何度も行きたくなる飲食店がたくさん！
また、「シアトルのお土産といえばこれ！」が大集合！雑貨や食品も充
実しているので、シアトルプチ旅行記念！？や、お土産にもオススメです。

Information
旅客ターミナル
2Fへ

2Fへ

バス・タクシー降車場

一般降車場

FLIGHT
OF
DREAMS

中部国際空港駅

アクセス
プラザ

フライト・オブ・ドリームズ

案内所

3Fメインエントランス

立体駐車場連絡通路
M 駐車場

L 駐車場

K 駐車場

J 駐車場

H 駐車場

G 駐車場

E 駐車場

D 駐車場

C 駐車場

B 駐車場

A 駐車場

住

所：〒479-0881 愛知県常滑市セントレア1-1
FLIGHT OF DREAMS

休館日：年中無休

高速船おりば

駐車場料金／1時間あたり300円、1日（24時間）最大1,500円

お車をご利用の場合
名古屋市内から高速道路を利用して30分〜40分
※渋滞などにより差異を生ずることがありますのでご了承ください。

知多横断道路（セントレアライン）終点からそのまま直進
※立体駐車場「P1」A棟に向かってお進みください。
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公共交通機関（電車）ご利用の場合
名古屋駅から名鉄常滑線「中部国際空港行き」乗車
「セントレア（中部国際空港駅）」下車

空港バスをご利用の場合
各運行会社にお問い合わせいただくか
ホームページをご確認ください。

だ

まだま

紹介しきれない
コンテンツが
盛りだくさん！

Okashin News
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「キャッシュレス決済セミナー」開催
2019年５月14日㈫、当金庫主催、岡崎市、岡崎商工会議所との共催による「キャッシュレス決
済セミナー」を開催しました。
2019年10月に消費税率が8％から10％へ引き上げられる際の景気対策として、消費者がクレ
ジットカード、電子マネーなどのキャッシュレスでの支払いを行った場合に、支払額の一部がポイ
ント還元される施策が予定されています。
そこで今回のセミナーは事業者の皆様が円滑に同施策への準備を進められるよう「消費増税時の
」
、「クレジットカード導入と補助金
（㈱ 中部しんき
各種補助事業とキャッシュレス決済
（㈱ Origami）
」をテーマに各講師が詳しく解説しました。また、
んカード）
」
、「軽減税率対応レジ導入
（㈱ USEN）
個別相談ブースを設けて個々の質問への対応をいたしました。

岡崎幸田交通安全セーフティレディ委嘱式
2019年５月17日㈮、岡崎警察署の三好正則警察署長及び岡崎市と幸田町の事業所から選ばれた
女性社員８人を中心として、交通安全を呼び掛けるセーフティレディの委嘱式が行われました。
当金庫からは鈴木まどかさんが委嘱されました。
その後、セーフティレディ８人全員でＦＭ岡崎の番組「大島光子の金らじワイド内 岡崎警察
だより」に生出演し、セーフティレディの１年間の主な活動内容を発表しました。春先は生活環
境の変化をきっかけに自転車に乗り始める人が増えることから、年間の自転車事故の３割弱が４、
５月に発生していることから、番組の中で自転車の交通ルールなど交通安全に関する決意を呼び
かけました。
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このたび、岡崎信用金庫福岡支店は、
、
新築移転させていただきます。
れ
今後もより一層地域の皆さまに愛され
で、
信頼される金融機関を目指しますので、
す。
引き続きよろしくお願い申し上げます。

6
2

自動車購入をご検討のお客様へ

ネット申込ＯＫ
郵送契約ＯＫ

毎月一回発行
発行所 岡崎市菅生町字元菅四一

おかしん カーライフプラン
ご融資金額

期間限定

1,000万円まで

ご融資期間

最大10年

金利優遇キャンペーン実施中

キャンペーン期間：2019年２月18日㈪〜2019年12月31日㈫
（2020年3月31日までの実行分に適用）

カーライフプラン

カーライフリピートプラン

最大優遇後※

通常金利

年3.78％〜年

最大優遇後※

1.68%

通常金利

年3.54％〜年

（ご融資期間５年以内／固定金利）

1.47%

※お取引状況により優遇幅は変動します

（ご融資期間５年以内／固定金利）

※お取引状況により優遇幅は変動します

カーライフプランの４つ の 特徴
特徴１

ご来店不要
でも契約可能

特徴２

特徴３

車のご購入から車検まで

お得な
金利プラン

幅広い
お使いみち

特徴４
他金融機関からの

お借換可能

をご用意しています

キャンペーン

特別金利

発行／岡崎信用金庫 編集／総務部
︶
電話︿〇五六四﹀二五│七一一七
︵ http://www.okashin.co.jp

■ご融資期間／３ヶ月以上10年以内（1ヶ月単位）。
５年以内は固定金利、
５年超は変動金利になります。
■ご融資金額／10万円〜1,000万円（1万円単位）
■お使いみち／新車購入、中古車購入、バイク購入、電動アシスト自転車購入、パーツ・オプション購入・取付、免許取得、車検・修理、自動車保険、車庫設置、
自動車ローンの借換えなどの資金（ただし、営業用車両や個人から購入する場合は除きます。）
■保証料／金利に含まれます。
■ご利用いただける方／年齢が満20歳以上満65歳未満の方、公的健康保険制度に加入している方、安定継続した収入のある方、当金庫の営業地区内に居住
あるいは勤務されている方、一般社団法人しんきん保証基金の保証が得られる方
■ご返済方法／固定金利の場合、元利均等返済（ご融資金額の50％以内でボーナス返済併用も出来ます）、変動金利の場合、元利均等返済または元金均等返済
のいずれかを選択出来ます。
（ご融資金額の50％以内でボーナス返済併用も出来ます）
■担保・保証人／一般社団法人しんきん保証基金が保証しますので担保・保証人は不要です。
■必要書類／本人確認書類（運転免許証など）、健康保険証など、資金使途確認書類（見積書、請求書など）、年収確認書類（源泉徴収票など）
■その他／ご融資金は、原則としてご購入先へお振込みいただきます。なお、振込み手数料については、お客様負担となりますので、あらかじめご了承ください。
＜対象条件＞下記１項目該当で年0.45％〜年0.70％優遇。最大３項目まで。
■ 給与振込または公的年金振込を当金庫でご利用になっている方。
■ ５大公共料金の口座振替を当金庫で３種類以上行っている方。
■ 当金庫で住宅ローンを利用されている方。
■ 優良運転者または18歳以下の子供さんがいる世帯の方（18歳に達した最初の3月31日までの申込受付分まで）
■ 来店不要型で申込みされる方

＜リピートプラン条件＞
当金庫のお取引で次のいずれかに該当する方は、
リピートプランが適用されます。
① しんきん保証基金保証付のカードローンをお持ちの方（同時申込も可）
② しんきん保証基金保証付の個人ローン・住宅ローンをご利用の方

詳しくは
こちらを
ご覧下さい。

（「当初ご利用から6ヶ月以上経過されており、直近の約定返済が行われている方」もしくは「ご利用が無くなってから3年以内の方」）
□ 実際にお借りいただく日の金利が適用となり、お申込時の金利と異なる場合があります。
□ 一般社団法人しんきん保証基金が保証しますので担保・保証人は不要です。
□ 金融情勢の変化などにより内容を変更・中止させていただく場合がございます。

□ 毎月のご返済額等につきましては、本支店窓口で試算いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
□ 審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
□ 詳しくは、本支店窓口までお問い合わせください。なお、窓口に商品概要説明書をご用意しております。

