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ユニバーサル・スタジオ・
ジャパン貸切ご招待
&キャッシュバック
キャンペーン

Apple Pay新規設定
キャンペーン!

　 今月のピックアップ
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出世魚



「「出世魚出世魚」の」の
出世街道出世街道

関東
（東京）

全長15cm前後
ワカシ

全長40cm前後
イナダ

全長60cm前後
ワラサ

全長1m以上
ブリ

関西
（大阪）

全長9cm前後
ツバス

全長40～60cm
ハマチ

全長60～80cm
メジロ

全長約80cm以上
ブリ

関東
（東京）

全長約30cm
セイゴ

全長約30～60cm
フッコ

全長約60cm以上
スズキ

全長1m以上
オオタロウ

関西
（大阪）

全長約30cm
セイゴ

全長約30～60cm
ハネ

全長約60cm以上
スズキ

大きいものは全長1mに達する大型の魚。旬は冬で、この時期の「寒ブリ」は
非常に人気だが、秋に旬を迎える若魚のイナダも人気が高い。

釣り人にも人気が高い肉食魚。夏が旬。幼魚も成魚も淡白であっさりとした味が人気だが、
成長するごとに身がふっくらとしていくので、親しまれているのは成魚のスズキである。

臭いが強く、釣りではリリースされることもあるが、綺麗な水域で育ったものは美味。
成魚になるまでの改名が比較的に多い。東京で1番大きくなった状態の「トド」は、
これ以上大きくならない最終形であることから「トドのつまり」の語源となった。

ブリブリ

関東
（東京）

全長約3cm
オボコ 

全長約10cm
イナッコ/スバシリ

全長10～25cm
イナ

全長30～50cm
ボラ

全長50cm以上
トド

四国
（高知）

全長約6cm
イキナゴ 

全長9～12cm
コボラ

全長約15cm
イナ

大型のもの
ボラ

より大型（特大）のもの
オオボラ

GOAL

GOAL

GOAL

第２通過点第１通過点

第１通過点

第３通過点

第２通過点第１通過点

START

START

START

第２通過点

ボラボラ
標準和名

スズキスズキ
標準和名

出世魚の改名のタイミングはサイズによるが、その回数はさまざ
ま。また、地域によって呼び名が変わることが一般的で、特色豊
かだ。地方ごとに呼び名が変わる代表的な出世魚「ブリ」「スズキ」
「ボラ」の、出世街道を覗いてみよう！

成魚までの長い道のり

※諸説あります。

※画像は全てイメージです。

撮影：尾川泰将
撮影：尾川泰将

撮影：尾川泰将

標準和名

身近な製品や業界、新技術などの“しくみ”に迫る「世の中のしくみ」シリーズ。第
68回は「出世魚」です。成長するたびに呼び名が変わる魚、出世魚。古くから、
出世を体現する縁起の良い食べ物として広く知られており、現在でも、門出や
お祝いの席などで振る舞われています。今回は出世魚に関する基礎知識や、
代表的な出世魚の成長過程、改名のタイミングなどをご紹介します。

監修/宮崎佑介　監修/宮崎佑介　東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了。博士（東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了。博士（農学）農学）。近畿大学農学部 環境管理学科の准教授を務め、魚類を中心に、生物多様性の解明と生物多。近畿大学農学部 環境管理学科の准教授を務め、魚類を中心に、生物多様性の解明と生物多
様性保全の普及教育に取り組む。著書・監修書に、『はじめての魚類学』（オーム社）、『はじめてのずかん さかな』（講談社）などがある。様性保全の普及教育に取り組む。著書・監修書に、『はじめての魚類学』（オーム社）、『はじめてのずかん さかな』（講談社）などがある。
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「出世魚」の
モデルは
武士階級!?

出世魚
幼名幼名

仮名/諱仮名/諱
官職名官職名

端午の節句に
「出世魚」は欠かせない！

名前は変わっても、
出世できない魚たち

男の子の成長を祝う行事である端午の節句。その際、子どもの出
世を願って出世魚が食べられるが、鯉のぼりとも関係が深いとい
う説がある。「鯉が滝を登ると龍になる」という言い伝えから、信州
などの一部の地域では、鯉を出世魚として扱うそう。その鯉が上へ
登る姿を立身出世に見立てたのが、鯉のぼりだと言われている。

一般的に出世魚とは、成長とともに呼び名が3回以上変わる魚を
指す。マグロはサイズにより「メジ」「大メジ」と呼び分けるが、市場
関係者の符丁※に由来するため、通常は出世魚とみなさない。現在
は高級魚のマグロだが、江戸時代の冷蔵技術では傷みやすく、市場
価値が低かったことも一因だろう。魚の世界も、出世の道は険しい。

武士や貴族が、幼少期に呼ばれ
る名前。ほとんどの場合、元服す
るまで幼名を名乗っていた。

元服で与えられた名前。諱は実名で、
貴人や死者の実名を呼ばない古代の
慣習が転じ、生前は呼ぶことを避け
た。仮名は、そのために付けた通称。

手柄を立て、官職や称号を与えら
れると、その名前を通称として使
う習わしがあった。家名と官職名
を合体させることもあったという。

※元服:公家や武家の、11～17歳頃の男子が、成
人を迎えたことを祝う儀式。

※符丁:商店や市場で、商品の値段を表す時に使う隠語。

“出世魚”という概念は武士の風
習に由来するとされる。武士は、
元服※の際に仮名（けみょう）/諱
（いみな）が与えられたり、高い
地位を得た際に改名したりする
など、出世とともに名を変えてい
た。これになぞらえて、成長に合
わせて呼び名が変わる魚を出世
魚と呼ぶようになったという。



当選発表（予定） A・Bコース：2024年1月の賞品発送をもって代えさせていただきます。 Cコース：2024年1月のご利用代金明細書への表示をもって代えさせていただきます。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響やその他事由により、イベント中止ならびに賞品を変更する場合があります。

［ご注意］●銀聯カード、コーポレートカード、一部の提携カード、デビットカード、プリペイドカード等は本キャンペーンの対象となりません。●抽選および特典付与時点で当方カードを退会あるいは会員資格が停止された場
合は、キャンペーンの対象となりません。●当方が同時期に実施する他のキャンペーンに同時にエントリーされた場合、法令上の規制その他の事由によりキャンペーンの特典を重複して付与できない場合があります。●賞品
の発送先は、当方にご登録の郵便物送付先住所となり、国内に限ります。不着の場合は当選無効とさせていただきます。●買物利用には、リボ払い・分割払い利用分、iD（含むApple Pay、 Google Pay™ ）利用分が含まれます。
●金額には消費税等が含まれます。●家族カード（ビジネスカードの場合は使用者カード）の利用分も本会員利用分と合算します。●エントリー前に利用されたキャンペーン期間中のご利用分も集計のうえ、応募口数を算出しま
す。●当方カードを複数枚お持ちでも、利用金額は合算されません。それぞれのカードでのエントリーが必要となります。●年会費、キャッシングリボ、海外キャッシュサービス、その他ローンサービス、リボ払い・分割払い手数
料、当方情報誌定期購読料、一部の保険料等は対象となりません。●加盟店から当方あて売上伝票の到着が遅れた場合、キャンペーンの対象とならない場合があります。●当選人数はVJAグループ全体の人数となります。●エ
ントリーに関わる情報は当方で管理し、本キャンペーンの抽選・賞品の発送・キャッシュバックの目的に限り利用します。●当方社員およびその関係者は本キャンペーンの対象となりません。●Apple PayはApple Inc.の商標
です。● Google Pay は Google LLC の商標です。●「iD」は株式会社NTTドコモの商標です。●本キャンペーンは、天災地変の影響などにより実施が困難となった場合、予告なく中止する場合があります。 主催：VJA

エントリー・詳細はこちら https://www3.vpass.ne.jp/cp.jsp
お手持ちのカードの発行会社を選択 ▶ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ご招待&キャッシュバックキャンペーン

ホテル宿泊＋
パーク貸切イベントご招待

ホテル宿泊＋
パーク貸切イベントご招待

組50
名100

パーク貸切イベントご招待 組2,950
名5,900

Minions and all related elements and indicia TM & © 2023 Universal Studios. All rights reserved.
© Walter Lantz Productions LLC.
TM & © 2023 Universal Studios. All rights reserved.　CR23-0803

期間中、カードご利用金額合計5万円（税込）を1口として抽選。

パーク貸切イベントへご招待！パーク貸切イベントへご招待！
10,000名様

組50
名200

パーク貸切イベントご招待 組950
名3,800

※宿泊は4名1室※宿泊は2名1室コース （2名様分） コース （4名様分）

※ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

※画像はイメージです。パークでは、衛生強化対策へのご協力をお願いします。
詳しくはユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトをご確認ください

実施期間

～4 1 9 30
要エントリー

B
10,000円
キャッシュバック

2,000名

コースCA
1等 1等

2等2等

10,000名様

※イベント内容やスケジュールは、予告なく変更する場合があります。  ※一部アトラクションのメンテナンスを実施する場合がありますので予めご了承ください。

パーク入場開始 14:00～19:00 22:00（予定）パーク貸切イベント開催日 2024. 3 1（金）

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 2024. 13 （金）宿泊日

Cコースでは2,000名様に1万円が当たる
ビッグチャンスもご用意！！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンユニバーサル・スタジオ・ジャパン
貸切ご招待貸切ご招待
＆キャッシュバック＆キャッシュバック

宿泊ホテル



[ご注意] ★2022年12月1日（木）以前に、Apple Payを設定されているお客様がVisaをご利用いただく場合、カードの再設定が必要な場合があります。上記手順で、デバイスアカウント番号をご確認いただき、デバイ
スアカウント番号に「Visa」が表示されていない場合は、カードの再設定をお願いします。●本キャンペーンは家族カードなども対象です。複数枚設定した場合、あるいは、家族カードのみ設定した場合でも新キャッ
シュバックの付与は本会員への付与となります。●新キャッシュバックについては、クレジットカードのお支払い金額に、1ポイント＝1円でキャッシュバック（充当）できるサービスです。詳細は、Vpassの「カードサー
ビス」⇒「追加カード」⇒（カード会社名）iＤ「詳細をみる」⇒「リニューアル詳細」⇒「詳細はこちら」をご参照ください。●Mastercard®、銀聯、コーポレートカード、一部の提携カード、デビットカード、プリペイドカード
などは本キャンペーンの対象となりません。●特典付与時点で当方カードを退会あるいは会員資格が停止された場合や紐づけを解除している場合は、本キャンペーンの対象となりません。●設定にともなうパケット
通信料はお客様のご負担になりますので、あらかじめご了承ください。●iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。●Appleのロゴ、Apple Pay、iPhoneは、Apple Inc.の商標で
す。●「iD」は株式会社NTTドコモの商標です。●TM and ©2023 Apple Inc. All rights reserved. 

詳細は▶ https://www3.vpass.ne.jp/cp.jsp お手持ちのカードの発行会社を選択 ▶ 
≪Visa限定≫Apple Pay新規設定キャンペーン!

VJA主催 Visaカード個人会員限定
エントリー不要実施期間 5月1日～7月31日

期間中にApple Payを新規設定するだけで500円キャッシュバック
❶ホ―ム画面からウォレットアプリを開く
❷「カードを追加」または「右上の＋」をタップ
❸クレジットカード／プリペイドカードを選択
❹カード情報をiPhoneのカメラで読み取るか、キーボードで入力
❺名義、会員番号を確認→有効期限、セキュリティコードを入力
❻Apple Pay特約を確認し、同意して完了

Apple Payの新規設定方法
❶「設定」アプリを開く　
❷下にスクロールし「ウォレットとApple Pay」をタップ
❸カードをタップ
❹「情報」タブでiDとVisa2つのデバイスアカウント番号があるかを
　確認。「Visa」が表示されていない場合は、カードを再設定

Apple Payの再設定について

デバイス
アカウント番号
の確認方法

❶デバイスアカウント番号を確認した画面の最下部からカードを削除
❷カードを追加をタップ
❸ウォレットに追加にて「クレジットカードなど」を選択
　 ※「以前ご利用のカード」を選択した場合、Visaの決済は追加されません
❹カードの読み取り画面から指示に従って設定

カードの
再設定方法

もれなく

※上記 と  のみが本キャンペーンの対象です。

※本キャッシュバックは新キャッシュバックでの付与になり有効期間（3ヶ月）がございますのでご注意ください。

VisaカードとApple Payの新規設定（紐づけ）条件❶
iDとApple Payを設定済の場合は、VisaカードとApple Payの設定変更（紐づけ変更） 条件❷

特典付与 
2023年10月のご利用代金明細書
に表示いたします。（予定）

那須岳の山麓標高900Mに位置し、自然の起伏及び高原特有の風がハザード以上の役割をしています。
コース設計の巨匠、井上誠一氏の巧みな技が活かされ、雄大な自然美を感じさせてくれる趣のあるゴルフ場です。
■募集人員：60名様  ※抽選受付。　
■参加資格：VJAグループのプラチナカード・ゴールドカード会員とその同伴者

■参加費用：プレー費およびコンペ参加費等（税込）  ※1名様からお申し込みいただけます。
上記カードの会員ご本人とその配偶者 左記以外の方

29,200円 31,400円
■競技方法：18ホールストロークプレー（新ぺリア方式） ※キャディ付、乗用カートでのプレーになります。
■ お申し込み方法：下記ホームページの「VJゴルフコンペ参加申込書」「宛名用紙」をプリントアウト。ご記入のうえ、「宛名用紙」を封書に貼り、お申し込みください。
■お申し込み締切日：5月25日（木） ※当選案内：5月31日（水）発送予定。 ■キャンセル料：6月15日（木）より、お1人につき6,600円（税込）発生します。

那須ゴルフ倶楽部（栃木県）

那須ゴルフ倶楽部  栃木県那須郡那須町大字湯本212

プラチナカード・ゴールドカード会員の皆様へ

VJゴルフコンペ  ～那須ゴルフ倶楽部（栃木県）～

※対象のグループカードについては、VJAホームページをご確認ください。

開催日

2023年 7月 7日（金）
8：40スタート（予定）

［ご注意］●お申し込みは4名までとなります。●参加費用のお支払いは、VJAグループのクレジットカードより通常のカードご利用代金と同様に自動引き落としとなります。なお、VJAグループのクレジットカードをお持
ちでない方は、会員ご本人のカードに合算します。●飲食代等の代金は、当日ゴルフ場にて各自実費精算となります。●プレー後のパーティー等はありません。成績表は後日発送します。●参加申込書にご記入いただいた
個人情報は、VJAおよび（株）エスシー・カードビジネス、（株）リロクラブ、（株）スコアネットが管理し、本コンペの運営に関するご連絡（お申し込み内容の確認、開催内容のご案内、当日の運営等）および次回以降の開催のお
知らせに利用します。また、ゴルフコンペに必要な範囲内でゴルフ場へお客様の個人情報を提供します。●本コンペにお申し込みいただいた時点で、前述の個人情報の利用および提供について同意いただいたものと見な
します。●本コンペは新型コロナウイルス感染拡大などの不可抗力により、中止となる場合があります。 主催：VJA　 運営：（株）エスシー・カードビジネス、（株）リロクラブ、（株）スコアネット

詳細は http://www.vja.gr.jp/rd/nv/index.html
インフォメーション ▶ 2023年度「VJゴルフコンペ」のご案内



大切な方へ感謝の気持ちを込めて。

［ご注意］●発送手数料を別途ご負担いただきます。●ご購入の際、一部ご利用になれないクレジットカードもあります。●一部、利用できない加盟店があります。●チャージはできません。

［ご注意］●ご宿泊料金は当方カードにてお支払いください。●満室で
宿泊予約をお受けできない場合があります。●宿泊予約後のキャンセ
ル・変更は所定のキャンセル料等がかかります。 ●他の優待サービス、
割引券等との併用はできません。●特典とは、本プランに付帯または
代金に含まれているサービスのことです。
※画像はイメージです。

Visaギフトカード
コンビニ・スーパー・飲食店といった日常利用から、家電量販店や旅行代理店、ネットショッピングなど幅広く使える
ギフトカード。お祝いやお礼にぜひご活用ください。

Excellent Hotels（エクセレント ホテルズ）
プラチナカード・ゴールドカード会員の皆様へ

エクセレントホテルズ
サイトは▶

https://www3.vpass.ne.jp/eh.jsp

選べるカードデザイン

金額は6種類
（3,000円～
50,000円）

ご希望の
メッセージ※を無料で
台紙に印字できます。
※固定または任意

コンビニ・スーパー・
ネットショッピング
など、幅広く
利用できます。

詳細・
ご購入は▶ http://vpass.jp/visagift/

■実施期間（宿泊日）：2024年3月31日(日)まで
※除外日=4/29(土・祝) ～ 5/6(土)､7/15(土)・16(日)､8/11(金・祝) ～ 19(土)､11/26(日) ～ 30(木)､12/28(木) ～ 2024年1/2(火)､2/10(土)・11(日・祝) 

■お部屋タイプ・宿泊料金（大人お１人様・１泊朝食付） ※消費税・サービス料込、入湯税別
２名１室利用
（通常料金）

ウエスト ツインルーム（24㎡） デラックス テラス ツイン（39㎡）
12,619～53,998円（14,977～83,020円） 18,761～85,584円（22,752～132,998円）

Nature Link －自然とつながるホテル－  軽井沢プリンスホテル ウエスト

お手持ちのカードの発行会社を選択 ▶ エクセレント ホテルズ

上記プランについてのお問い合わせ・お申し込み　軽井沢プリンスホテル（宿泊予約）0267-42-1111  受付時間／ 24時間（年中無休）  ※ご予約は宿泊日の当日まで承ります。
他にも選りすぐりのホテルをご紹介しています。下記サイトをチェック！

※プラン内容、料金等詳しくはお問い合わせください。「軽井沢プリン
スホテル イースト」「ザ・プリンス 軽井沢」のお取り扱いもあります。
※本プランは予約状況に応じて販売価格が変動しますが、ご購入後（お
申し込み完了後）に宿泊料金が変更になることはありません。ただし、
ご購入後（お申し込み完了後）の客室タイプ・人数変更については、料金
変動の対象となる場合があります。（上記料金は2023年3月現在）

エクセレント宿泊プラン（軽井沢プリンスホテル ウエスト）特典

➡ 宿泊料金を優待料金でご提供
➡ 館内や周辺施設でご利用いただけるエンジョイチケットお1人様に1枚付


