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キャンペーン
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※画像は全てイメージです。

虹の外側に現れる、薄い色合いの虹。内側の濃い虹
（主虹）が水滴に1回反射されたものであるのに対し
て、副虹は2回反射されている。色の順番は主虹と
逆になり、幅もより太くなる。

霧や霧雨に屈折・反射された場合に見られる白い
虹。霧は雨粒よりも水滴の粒が細かく、屈折・反射
した太陽光線の色が重なってしまうため白く太く
見える。

副虹

白虹

虹は太陽光の色が分かれて見える現象なので、太陽
光が赤色に近い場合は虹も赤みを帯びた色合いに。
夕方に多く見られるが、赤い朝日で見られることも
ある。

赤い虹

月の光の屈折・反射によって夜間に生まれる虹。太
陽光に比べ光が弱いため色彩も淡く、白色に近い色
合いで見えることも。日本国内では街灯りのない限
られた場所で見られることもある。

月虹

レアな虹レアな虹コレクションコレクション
「虹＝アーチ状でカラフル」というイメージだが、
実は天候・場所などの条件次第で見え方が変わ
る。そこで、あまり見ることができない虹の姿を、
写真とともにご紹介。

日本国内では虹＝7色が一
般的だが、これは「万有引
力の法則」でも有名な物理
学者、アイザック・ニュート
ンが自著の中で、赤・橙・黄・
緑・青・藍・紫の7色と定義
したことに由来する。ちな
みにアメリカやイギリスで
は藍色を除いた6色、ドイ
ツでは藍色と紫色を除いた
5色とされている。

7色と決めたのは
ニュートン！？

アメリカの州のひとつであ
るハワイは、レインボー・
ステート（虹の州）という
愛称を持つ。貿易風の影
響でにわか雨が多く太陽
光が強いため、虹の出現率
が高いことに由来する。虹
が、多様な民族や文化を尊
重しているハワイの象徴
になったからとも言われ
ている。

虹の州、
ハワイ

2

column

1

column

出合えたらラッキー！

その存在自体は知っていても、発生するまでのしくみは知らないという人も多いのでは？
まずは虹がどのような現象なのか、基本的な部分にフォーカスを当ててご説明。

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69回は「虹」です。雨上がりの空に現れる美しい虹。その
鮮やかな色合いに感動したことがある方も少なくないはず。その一方
で、虹が生まれるメカニズムに関してはあまり知られておらず、とても神
秘的な存在です。今回は、そんな虹に関する秘密、そして虹が持つ魅力
に迫ります。

監修/武田康男　監修/武田康男　東北大学卒業後、千葉県立高校教諭、第50次南極地域観測越東北大学卒業後、千葉県立高校教諭、第50次南極地域観測越
冬隊員を経て、2011年より “空の探検家”として活動。現在は大学の客員教授・冬隊員を経て、2011年より “空の探検家”として活動。現在は大学の客員教授・
非常勤講師として活動しつつ、講演会、メディアへの素材提供など幅広く空の魅非常勤講師として活動しつつ、講演会、メディアへの素材提供など幅広く空の魅
力を伝えている。著書に『虹の図鑑』（緑書房）など多数。力を伝えている。著書に『虹の図鑑』（緑書房）など多数。
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虹は空気中の水滴内で屈折・反射
して現れるので、積乱雲などによる
一過性の雨が多くなる春から夏の
間に出現しやすい。ただし、淡い光
が特徴的な時雨虹など、秋から冬
にかけて現れる虹も存在する。

通り雨が多い春と夏

季 節 時 間 帯

虹は現れる方向が決まっており、
朝と夕方は太陽高度が低くて反対
の空に見ることができるが、高度
が高くなってしまう昼間には出現
しない。しかし、太陽高度が低い
冬であれば昼間でも見ることがで
きる。

太陽が低い朝と夕方

場 所

高原や山、海岸など、空を見渡せる
場所の方が見つけやすい。ただし、
街中でもヒートアイランド現象がも
たらすゲリラ豪雨などにより虹が見
られることもある。

空が広い高原や山

虹虹のの
見見つけ方つけ方

虹虹がが現現れるれるメカニズムメカニズム

私たちが日頃地上か
ら見ている虹はアー
チ型だが、実際の姿
は円形にできる。下
半分が欠けて見える
のは、地上から見る
角度だと地平線下に
水滴がないからだ。
高い建造物の上や飛
行機からの角度であ
れば、下の方まで虹
ができ、丸い虹にな
ることがある。

虹とは、太陽光が空気中の水滴内（雨など）で屈折・反射して
出てきた円弧状の光。太陽光にはさまざまな色の光が含まれ
ているが、空気中の水滴が光の色を分けるプリズムとしての
役割を果たすため、多色のグラデーションとなって現れる。

虹＝太陽光が屈折・反射した光

実は円形が本来の形

意外と知らない

３つのコツを
ご紹介！

イラストレーター／玉田紀子



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

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.　CR23-1225

実施期間

～4 1 9 30要エントリー
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ご招待ユニバーサル・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＆キャッシュバックキャンペーン
期間中、カードご利用金額合計5万円（税込）を1口として抽選で
パーク貸切イベントに１万名様をご招待！
Aコース

キャッシュバック 10,000円 2,000名キャッシュバックコースキャッシュバックコースキャッシュバックコースキャッシュバックコースCコース

Bコース

Aコース Bコース2名様1組2名様1組 4名様1組4名様1組

2,950組5,900名パーク貸切ご招待

パーク貸切ご招待+宿泊 50組100名
950組3,800名
50組200名

パーク貸切ご招待

パーク貸切ご招待+宿泊

※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。
　A・Bコース１等ホテル宿泊日は2024年3月1日（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 宿泊ホテル

パーク貸切イベントコースパーク貸切イベントコースパーク貸切イベントコースパーク貸切イベントコース
貸切イベント日
2024年3月1日

※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

期間中対象カードに新規ご入会
条件

期間中のVpassログイン
ご入会月の翌々月15日までに5万円（税込）のカードご利用

条件条件0101

条件条件0202

条件条件0303
Vpassログイン期間は2023年6月1日～2023年10月31日

（例1）6/1入会 ⇒ 8/15迄に5万円（税込）利用 （例2）8/31入会 ⇒ 10/15迄に5万円（税込）利用

新規入会＆ご利用でもれなく１万円キャッシュバックキャンペーン！
実施
期間 6月1日～8月31日 エントリー不要

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。●「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▶

お買い物や
公共料金のご利用

でもOK

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≫新規入会＆ご利用でもれなく
１万円キャッシュバックキャンペーン!

特典付与　2023年12月～2024年1月のご利用代金明細書に表示いたします。（予定）
［ご注意］●家族カード、ETCカードなどの追加申し込みは対象となりません。●Mastercard、銀聯、一部の提携カード、法人カード、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。●ご入会日
はカードが貼付された台紙にてご確認いただけます。●キャッシュバック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、本キャンペーンの対象となりません。●買物利用には、リボ払い・分割払い利用分、
iD利用分が含まれます。●通信販売等では、ご注文日とご利用日が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●ご利用代金のお支払い口座が未設定または口座解約の場合、その他の事由により、キャッシュ
バックを実施できない場合は本キャンペーンの対象となりません。●年会費、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ、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、一部保険料等は対象と
なりません。●加盟店から当方あて売上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。●キャンペーン対象者に関わる情報は当方で管理し、本キャンペーンのキャッシュバック処理の目的に限り
利用します。●本キャンペーンはVJAグループ（除く三井住友カード）が対象です。●キャンペーンは今後予告なく内容を変更、または取り扱いを中止することがあります。●「iD」は株式会社NTTドコモの商標です。

主催：VJA

Visaカード個人会員限定VJA主催



上田治設計の雄大で落ち着いた雰囲気の林間コース。茨城県最多のトーナメント開催数を誇り、2009年か
らは、国内女子のメジャー大会ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップの舞台(東・西）と
なっています。また2013年には日本最高峰の大会、日本オープンが開催されています。
■募集人員：80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

24,200円 26,400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：6月26日（月） ※当選案内：7月3日（月）発送予定。 ■キャンセル料：7月19日（水）より、お1人につき6,600円（税込）発生します。

茨城ゴルフ倶楽部 東コース（茨城県）

茨城ゴルフ倶楽部 東コース  茨城県つくばみらい市小島新田

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  ～茨城ゴルフ倶楽部 東コース（茨城県）～

※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 8月 9日（水）
8：02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。 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

[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。●設定に伴うパケット通信
料はお客様のご負担になりますので、予めご了承ください。●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）



[ご注意]●一部の提携カード・法人カード等は利用できません。●換金・転売目的の購入はできません。●チケットの購入には、「Vpassチケット」へのご利用登録が
必要です。●「Vpassチケット」はぴあ株式会社が提供しています。  企画・販売／ (株)エスシー・カードビジネス

お申し込み・その他の
取扱い公演は▶

https://www3.vpass.ne.jp/tic.jsp
お手持ちのカードの発行会社を選択 ▶ Vpassチケット

Vpassチケット
人気公演のチケットが盛りだくさん！ミュージカル、演劇、コンサートなどさまざまなジャンルのチケットをご用意しています。

ホテル予約の場合
8％OFF
航空券+ホテル予約の場合
2,500円OFF
※5万円以上（諸税・サービス料を除く）ご利用時のみ

航空券＋宿泊予約　同時予約でおトクな旅を！

Expedia
Vpass経由のご予約で、掲載価格から割引になります。

［ご注意］●割引は予約時に対象のクレジットカードで決済をした場合のみ適用となります。●ポイントUPモールとの併用はできません。●一部割引対象外の料金・施設があります。●Expedia.co.jpは米国の民間企業
Expedia,Inc.が運営しています。●Expedia、Expedia.com、および飛行機のロゴは、Expedia,Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。©2015 Expedia,Inc. All rights reserved.

詳細は▶ https://www3.vpass.ne.jp/
お手持ちのカードの発行会社を選択 ▶ Vpassログイン ▶ 
メニュー ▶ カテゴリメニュー ▶ カードサービス ▶ 
トラベルサービス

◎割引にはクーポンコードの入力が必要です

シルク・ドゥ・ソレイユ　

『ダイハツ アレグリアｰ新たなる光ｰ』 【大阪公演】
世界に誇るサーカス・エンターテインメント集団
「シルク・ドゥ・ソレイユ」による、5年ぶりの日本公演！
シルク史上最も愛された伝説のショー「アレグリア」が、更なる進化を遂げて甦ります。
■ 2023年7月～8月公演
■ 森ノ宮ビッグトップ
　 （Osaka Metro「森ノ宮駅」④出口より徒歩11分、JR「森ノ宮駅」北口より徒歩12分）
※取扱い日程・料金等詳細はVpassチケットをご確認ください。　※好評販売中につき、完売の際はご容赦願います。

先着販売

さらに

獲得　対象予約でポイントを獲得

利用

何度も
旅行

会員ステータスがランクアップすると、
さらに多くのカード会員特典を利用可能

ポイントを利用して
次の旅行をおトクに予約

Expedia（エクスペディア）™の会員登録でもっとおトクに！


