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〒438-8501　静岡県磐田市新貝2500
https://global.yamaha-motor.com/jp/

ヤマハ発動機株式会社

株主優待の
ご案内

12月期2019年



　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼
申しあげます。
　当社では日ごろのご支援に感謝し、2019年12月31日現
在の株主の皆様に対し、2020年度株主優待を実施いたし
ますので、ご案内申しあげます。

　今後とも社業の発展に努め、企業価値の向上を図って参
りますので、なお一層のご指導・ご支援を賜りますようお願
い申しあげます。

日髙 祥博

株主優待制度の概要

2019年12月31日現在の株主名簿に記載、または記録された
1単元（100株）以上の株式を保有の株主様

対象株主様

保有株式数・保有期間によりポイントを進呈し、ポイント数に応じて、
優待品の中からお好きなものをお選びいただけます。

優待内容

申込期限

2020年6月30日（火） 17時
（はがきは6月30日必着）

・�当社及びグループ会社所在地名産品・関連商品
（ご参考）�静岡県�ヤマハ発動機（株）本社他

　�北海道�ヤマハマリン北海道製造（株）：漁船・和船等の製造・販売
　�宮城県�（株）菅生：スポーツランドSUGOの運営
　�熊本県�ヤマハ熊本プロダクツ（株）：船外機等の製造他

・�Jリーグ・ラグビー観戦ペアチケット、当社関連施設利用割引券
・�社会貢献基金への寄付

※�保有期間は、毎年12月31日を基準に、同一株主番号で継続して株主名簿に記録され
ている期間です。当社株式をすべて売却したのちに、再度株式を購入された場合は、
継続保有となりません。

※�貸株サービスをご利用の場合は株主番号が変わり、株主名簿の継続性が途切れます
のでご注意ください。
※�ポイントは繰り越すことができません。申込期限内にご利用ください。

※�商品によって申込期限が早いものがあります。
詳しくは、各商品ページをご確認ください。

株 主 の 皆 様 へ

2020年3月 吉日
代表取締役社長
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株主の皆様へ

株主優待制度の概要

申込みの流れ、よくあるご質問

インターネット申込み方法［①ご利用登録］

インターネット申込み方法［②商品選択・申込手続］

はがき申込み方法

商品カタログ　寄付

商品カタログ　1,000ポイント（チケット）

商品カタログ　1,000ポイント

商品カタログ　2,000ポイント（チケット）

商品カタログ　2,000ポイント

商品カタログ　3,000ポイント

商品カタログ　4,000ポイント

目  次

ポイントの確認方法は次ページへ

保有株式数／期間 ３年未満 ３年以上
100株以上
500株未満 1,000 2,000

500株以上
1,000株未満 2,000 3,000

1,000株以上 3,000 4,000

株主優待ポイント（株主様に進呈するポイント数） 単位：ポイント

01 02
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2019年12月31日
現在の保有株式数 100株

優待ポイント数 1,000ポイント
保有期間 3年未満

ユーザID（例） 7272_1234567890 パスワード（例） abcdefgh

ホームページアドレス https://global.yamaha-motor.com/jp/ir/ 申込期限 2020年6月30日17時

優待ポイントを確認する

保有ポイント内で希望商品を申込む

株主優待  通知書

インターネット で申込む ページへ5 申込専用はがき で申込む ページへ9
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株主様ごとの株主優待となりますので、合わせてお使いいただくことはできません。

家族のポイントと合わせて使えますか？

送料は一切かかりません。

送料はかかりますか？

商品によって異なりますので、各商品ページにて詳細をご確認ください。

優待品はいつ届きますか？

お申込みされる際に、お届け先に転居先のご住所をご記入ください。ご記入いた
だいたご住所へお届けいたします。また、住所変更のお手続きにつきましては、
株主様のお取引の証券会社へお申し出ください。

転居したのですが、優待品は届きますか？

今回進呈したポイントは、2020年6月30日までご使用いただけます。

株式をすでに売却してしまいました。ポイントはどうなりますか？

ポイントは、繰り越すことができません。申込期限内にご利用ください。

ポイントを繰り越しできますか？

2019年12月31日現在の
保有株式数と保有期間

株主優待サイトに
ログインするための
ユーザIDとパスワード

申込みの流れ

よくあるご質問

株主優待品に関するアンケートを実施いたします。
お申込みいただいた優待品がお手元に届きましたら、株主優待品アン ケート専用サイトにて回答いただけますようお願いいたします。
抽選で10名様にヤマハオリジナルグッズをプレゼント。

【Ｕ�Ｒ�Ｌ】�https://www9.webcas.net/form/pub/sr-s/yamaha-motor�

【回答方法】�ＰＣ・タブレット・スマートフォン・携帯電話でアクセス
◦株主優待サイトのトップページ「商品アンケートに回答する」ボタ
ンからもアクセスいただけます。

【受付期間】�4月上旬頃から9月上旬頃まで
◦ご回答の際、株主優待通知書に記載のユーザIDが必要となります。
◦抽選の結果は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

株主優待品アンケート専用サイトはこちらから

株主優待品アンケートにご協力ください

使用可能ポイント
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で検索、または

https://global.yamaha-motor.com/jp/ir/

ヤマハ発動機 投資家の皆様へ

を入力

ヤマハ発動機ホームページ
へアクセス

インターネット申込み方法［①ご利用登録］

「投資家の皆様へ」ページより
「ヤマハ発動機�株主優待」を
クリック

「株主優待サイト」トップページにて
ユーザIDとパスワードを入力し「ログイン」ボタンをクリック

①フリガナ、お電話番号、�
メールアドレス、生年月日、�
性別を入力

②ご自分で設定の�
新しいパスワードを入力

③パスワードを忘れた時の�
ヒントを入力
④「確認ページへ」ボタンを�
クリック

「ログイン」をタップすると、
ユーザIDとパスワードを
入力する画面が表示されます

「トップページへ」ボタンを
クリックし、商品選択
（トップページ）に進む

1

2

3 「ご利用規約」を
確認のうえ

「規約に同意して
登録」ボタンを
クリック

ユーザIDとパスワードは本冊子に同封の株主優待通知書に記載

ご利用いただくために
必要な情報を入力

登録内容を確認し、
「登録完了へ」
ボタンをクリック

ご利用登録完了

4

5

6

アンケートについても
よろしければご回答ください

〈パソコンの場合〉

〈スマートフォンの場合〉

①

②

③

④
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※�ポイント交換は、ログイン後にお申込み可能となります
※�左メニュー上部に株主様のお名前と保有ポイント数が表示されていれば、�
ログインが完了しています

株主優待サイトに「ログイン」後、
商品カテゴリよりカテゴリ名を選択する

商品を選ぶ
見たい商品の画像をクリック（タップ）

お届け先を指定

現在のカゴの中を確認
内容が正しければ、「申込手続き
へ」ボタンをクリック

4

お届け先にはあらかじめ株主様の登
録情報が入力されています
お届け先を選択し、「選択したお届け
先に送る」ボタンをクリック

株主様のご登録住所以外にお届け
の場合は、「新しいお届け先を追加
する」ボタンをクリック
※表示された入力フォームにお届け
先を入力

インターネット申込み方法［②商品選択・申込手続］

1

商品のお届けは、商品によって異な
りますので各商品ページにてご確認
ください

2

申込完了

申込内容確認

5

7

申込商品内容、お届け先の内容が
正しいか確認し、「申し込む」ボタンを
クリック

申込後のキャンセルや変更は
できませんのでご注意ください

6

カゴに入れる
商品の仕様や個数を確認して、
「カゴに入れる」ボタンをクリック

3

〈パソコンの場合〉

〈パソコンの場合〉

〈スマートフォンの場合〉

〈スマートフォンの場合〉
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カブヌシ　 タロウ

静岡県磐田市新貝2500

株主　太郎

111　   1111　東京　

○○区○○町0-00-00　 ○○マンション  101

カブヌシ　ハナコ

株主　花子

7272_xxxxxxxx  xx

438-8501

0000 000000

40

00 0000 0000

お申込み方法

申込専用はがき記入例 ※赤字の部分がご記入例です。

ご自身の保有ポイントをご確認ください。
保有ポイントの確認方法は、3ページをご覧ください。

�お届け先を分けたい時は、インターネットで複数回に分けてお申込みいた
だくか、株主優待事務局　までお知らせください。
追加のはがきをお送りいたします。

株主優待ではアンケートを実施しております。株主優待通知書の裏面をご
覧いただき、アンケート回答にご協力いただけますよう、お願いいたします。

株主優待通知書でポイントの確認1
同封の個人情報保護シールを申込専用はがきの
個人情報面に貼付し、ポストにご投函ください。4

本冊子11～26ページの中から保有ポイントの範囲内で
お好きな商品をお選びください。2

株主優待通知書付属の申込専用はがきを切り取り、
必要事項をご記入ください。記入例は下記をご覧ください。3

2020年6月30日必着でご投函ください

※ご注意
●お申込み後のキャンセル・変更はお受けできません。
●配達日の日時指定はできません。
●複数商品をお申込みの場合、別配送になることがございます。
●商品は在庫切れになる場合がございますので、ご了承ください。
●電話、FAXによるお申込みはお受けできません。
●冷凍、冷蔵の商品は一部地域にはお届けできません。

※お預かりしました個人情報は優待商品の発送及び当社IR活動に関連する
業務以外の目的には一切使用いたしません。

はがき申込み方法

※商品によって申込期限が早いものがあります。
詳しくは、各商品ページをご確認ください。



ヤマハナイスライド募金として、株主様に代わり、公益財団法人日本盲導犬協
会へ寄付させていただきます。
ヤマハ発動機はヤマハナイスライド募金を始めて31年。

「目の不自由な方々が安心して街を歩けるよう盲導犬を贈ろう」というスローガン
のもとに、募金活動を行っております。

● 寄付は個人名では行いません。
 お申込みいただいた株主様のポイントを一括して「ヤマハ発動機株式
会社（株主寄付口）」として、寄付いたします。
株主様の個人情報を寄付先の団体に提供することは一切ございません。

● 1,000ポイントを一口として、寄付していただくことができます。
● 1ポイントは1円として寄付いたします。
● 記念品および領収証等の送付は行いません。

5101商品
番号 社会貢献基金への寄付

住所
静岡県磐田市新貝2500

アクセス
 電車でお越しの場合

● JR磐田駅よりタクシー約10分
● JR磐田駅前バスターミナル1番

のりば「城之崎経由磐田営業所」
行き「ヤマハ発動機」下車徒歩
約2分

 車でお越しの場合
● 東名高速道路 磐田ICより約5km、袋井ICより約6.5km
● 磐田バイパス 岩井ICより約2km
営業時間

平日　10:00～16:00　第2・第4土曜日と翌日曜日　10:00～16:00

カフェチケット

至名古屋

至名古屋

至浜松

至浜松
加茂川 新通り 岩井富士見町西

至浜松 至静岡

至袋井

磐田グランドホテル

至掛川

至東京

至東京

JR東海道本線

磐田消防署

磐田市役所

磐田駅

東名高速道路

磐田バイパス

新東名高速道路

ヤマハ発動機

コミュニケーション
プラザ

磐田I.C

見付I.C 岩井I.C 堀越I.C

袋井I.C

森掛川 I.C

豊田東I.C

※お食事のラストオーダーは14:00まで
ドリンクのラストオーダーは15:30まで

● 本券の利用期限は2020年12月25日となります。
● 本券は1度のご使用で複数枚ご使用いただけます。
● 本券は、他の割引きと併用してご使用いただくことはできません。
● 本券は、1,000円分のご飲食代にご使用いただけますが、 

つり銭のお返しはできませんのでご了承ください。
● 営業日につきましては、Webサイトまたは

お電話にてご確認ください。

● WebサイトURL：

メニューURLのご案内

https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/cp/info/cafe/pdf/plazacafe_menu.pdf

お届け時期

お申込み受付月の翌月末お届け

ヤマハ発動機コミュニケーションプラザ（静岡県磐田市）内の「プラザ
カフェ」でご使用いただけるチケットです。オリジナルの軽食、ランチ、
飲み物をご用意しております。お会計の際に、本券をお渡しください。

5102商品
番号

ヤマハ発動機 コミュニケーションプラザ
カフェ利用券

https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/cp/info/cafe/index.html

1,000 Point
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住所
静岡県磐田市新貝2500

アクセス
● JR磐田駅よりタクシー約15分
● 東名高速道路 磐田ICより 

約5km、袋井ICより約6.5km
● 磐田バイパス 岩井ICより約2km

ヤマハスタジアム（磐田）
浜松I.C
スタジアムまで
約10㎞

天竜川

バイパス

バイパス

ヤマハスタジアム

岩井

見付I.C 岩井I.C

堀越I.C

川井

袋井I.C
スタジアムまで
約6.5㎞

ヤマハ
スタジアム

新通り
北島

磐田I.C
スタジアムまで
約5㎞

ヤマハスタジアム（静岡県磐田市）で開催される試合のペアチケットをお送りいた
します。
上記250組限定でのご用意となるため、お申込み多数の場合は抽選となります。
複数組お申込みいただいた場合でも、抽選は1組毎となりますので、一部しか当
選しないことがございます。あらかじめご了承ください。
抽選結果は、5月下旬頃にお知らせいたします。
＊落選の場合は、申込分のポイントをお戻しし、あらためてお申込みのご案内をいたします。

ジュビロ磐田 Jリーグ観戦
ペアチケット フリーゾーンホーム

5105商品
番号

③ 7月12日（日）VS ファジアーノ岡山
19：00キックオフ 　会場：ヤマハスタジアム

250組
限定

ジュビロ磐田 Jリーグ観戦
ペアチケット フリーゾーンホーム

5103商品
番号

① 6月13日（土）VS FC琉球
19：00キックオフ　会場：ヤマハスタジアム

250組
限定

ジュビロ磐田 Jリーグ観戦
ペアチケット フリーゾーンホーム

5104商品
番号

② 6月28日（日）VS FC町田ゼルビア
19：00キックオフ 　会場：ヤマハスタジアム

250組
限定

サッカーチケット

©JUBILO IWATA

©JUBILO IWATA

●  営利を目的とするチケットの転売はできません。
●  フリーゾーンホーム席からアウェイ席への交換は承れません。
●  本チケットにて車いす席をご利用いただくことはできません。
●  車いす席（有料）をご希望の場合は、事前申込みが必要です。

詳しくはWebサイトにてご確認ください。
● WebサイトURL： https://www.jubilo-iwata.co.jp/

お届け時期

チケットは各試合とも試合日の1週間前までに特定記録郵便でお届け

1,000 Point 申込期限

4月30日
必着
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ヤマハ発動機ジュビロ ラグビー観戦
ペアチケット（自由席）

5107商品
番号

② 4月25日（土）VSパナソニックワイルドナイツ
13：00キックオフ　会場： エコパスタジアム

住所
静岡県袋井市愛野2300-1

アクセス
● JR愛野駅より徒歩15分
● 東名高速道路 袋井ICより

約15分、掛川ICより約8分

エコパスタジアム
袋井I.C

国道1号線

東名高速道路

東名高速袋井I.Cより約14分、掛川I.Cより約8分

掛川I.C
至静岡

至浜松

磐田掛川線
小笠山総合運動公園

エコパスタジアム
エコパアリーナ▲法多山

袋井
駅

JR
東海
道新
幹線JR東

海道
本線

掛川駅

愛野
駅 小笠山総合運動公園線

5106商品
番号

① 4月18日（土）VSホンダヒート
13：00キックオフ　会場： エコパスタジアム

エコパスタジアム（静岡県袋井市）で開催される試合のペアチケットをお送り
いたします。
上記500組限定でのご用意となるため、お申込み多数の場合は抽選となり
ます。
複数組お申込みいただいた場合でも、抽選は1組毎となりますので、
一部しか当選しないことがございます。あらかじめご了承ください。
抽選結果は、4月上旬頃にお知らせいたします。
＊落選の場合は、申込分のポイントをお戻しし、あらためてお申込みのご案

内をいたします。
＊はがきのご記入に不備があった場合は、お申込みをお受けすることができ

かねます。

お届け時期

チケットは試合日の１週間前までに特定記録郵便でお届け

500組
限定

ヤマハ発動機ジュビロ ラグビー観戦
ペアチケット（自由席）

500組
限定

ラグビーチケット

●  営利を目的とするチケットの転売はできません。
●  高校生以下の自由席チケットをご希望の場合は、

別途ご購入が必要です。
● WebサイトURL： https://rugby.yamaha-motor.co.jp/

1,000 Point 申込期限

3月20日
必着
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⃝WebサイトURL：https://www.genkotsu-hb.com/
お届け時期  お申込み受付月の翌月末お届け

⃝プリペイドカードの有効期限は、発行日または最後のご入金日、ご利
用日から5年です。詳しくは、プリペイドカードの裏面をご確認ください。

⃝商品：8枚入
⃝賞味期間：製造日より120日
⃝加工地：熊本県
⃝配送形態：常温
⃝アレルギー：【小麦・落花生】

お届け時期
お申込み受付後、
1ヵ月程度

⃝商品：100g
⃝賞味期間：製造日より1年
⃝加工地：静岡県牧之原市
⃝配送形態：常温

お届け時期
お申込み受付後、
1ヵ月程度

静岡県内でチェーン展開してい
る「炭焼きレストランさわやか」
全店でご利用いただけるプリペ
イドカードです。

⃝商品：140g×2
⃝賞味期間：常温90日
⃝加工地：宮城
⃝配送形態：常温

お届け時期
お申込み受付後、
1ヵ月程度

⃝商品：元祖（こしあん）×2、南瓜
あん×1、黒糖あん×1、黒胡麻あ
ん×1、抹茶あん×1

⃝賞味期限：製造日より90日
⃝配送形態：常温
⃝アレルギー：【小麦・卵】

お届け時期
お申込み受付後、
1ヵ月程度

⃝商品：（麺80ｇ・スープ13ｇ・
調味油7ｇ）×5袋

⃝賞味期間：常温180日
⃝加工地：日本
⃝配送形態：常温
⃝アレルギー：【小麦・乳・卵】

お届け時期
お申込み受付後、1ヵ月程度

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

※写真はイメージです。
※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

商品
番号

炭焼きレストランさわやか
プリペイドカード（1,000円分） 5111商品

番号 あんたがたどこさ 肥後太鼓 8枚入

5109商品
番号 限定茶葉使用 牧之原深蒸し茶 5112商品

番号 肉厚柔らかわかめセット

5113商品
番号 月寒あんぱん 6個入5110商品

番号 熊本ラーメン５食（くまモンロゴ入り）

静岡県

静岡県

5108

熊本県

熊本県

宮城県

北海道

1,000 Point
※アレルギー表示はアレルギー物質を含む特定原材料（7品目）のみ表示しております。

※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。
※お申込みが集中した場合や連休と重なる場合は、お届けが遅れる場合がございます。
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住所
静岡県掛川市富部28

アクセス
● 天竜浜名湖線

桜木駅より徒歩約5分
● 東名高速道路 袋井ICより

約9km、掛川ICより約6km

ヤマハテクニカルセンター

二輪チケット マリンチケット

ヤマハテクニカルセンター（静岡県掛川市）の二輪免許教習料金の割引もしくは、 
レンタルバイク利用料金の割引のいずれかでご使用いただける割引券です。

割引内容の一例
● 二輪免許教習 MT普通二輪免許（普通四輪免許所持の場合）

税込110,000円（通常：税込132,000円）
● レンタルバイク

MT-09（日帰り） 税込13,200円（通常：税込16,500円）
YZF-R25（日帰り） 税込8,800円（通常：税込11,000円）

お届け時期  お申込み受付月の翌月末お届け

割引金額

・ボート免許 10,000円
・水上オートバイ専用免許 3,000円

お届け時期

お申込み受付月の翌月末お届け

月々3,300円から始めるレンタルボート

割引金額

クラブ艇利用料金　5,000円
お届け時期

お申込み受付月の翌月末お届け

● 本券の利用期限は2020年12月27日となります。
● 本券は、他キャンペーンと併用してご使用いただくことはできません。
● 本券は他の割引券との併用及び複数枚の同時利用はできません。
●  入校日・休校日等につきましては、Webサイトまたは

お電話にてご確認ください。
● WebサイトURL：

https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/tc/

● 本券の利用期限は2020年12月25日となります。
● 本券は他の割引券との併用及び複数枚の同時利用はできません。
● 本券は、シースタイル入会後にご利用いただけます。
● WebサイトURL：

https://sea-style.yamaha-motor.co.jp/system/

5214商品
番号 ヤマハテクニカルセンター 利用割引券 5215商品

番号 ヤマハボート免許教室利用割引券

5216商品
番号 ヤマハマリンクラブ・シースタイル利用割引券

JR東
海道
本線

天
竜
浜
名
湖
鉄
道

袋井I.C 東名自動車道

掛川I.C

GS

袋井バイパス

国道1号線

掛川駅

ヤマハテクニカル
センター

愛野
駅

桜木駅

2,000 Point

19 20

●

●

●

●

●

●

本券の利用期限は2020年12月25日となります。

免許の新規取得時のみご利用いただけます。（スマ免は対象外です。）

本券は他の割引券との併用及び複数枚の同時利用はできません。
本券のご使用は、お電話もしくは店頭での受付に限ります。

インターネットによる受講申込みではクレジット決済の為、割引できません。
必ずお電話にてお申込みください。
 ボート免許講習会場等は、Webサイトまたは

お電話にてご確認ください。
WebサイトURL：

https://www.yamaha-motor.co.jp/marine/license/



⃝商品：180ml×5
⃝賞味期間：製造日より1年
⃝加工地：静岡
⃝配送形態：常温

お届け時期
お申込み受付後、1ヵ月程度

⃝商品：（めん90g・つゆ31g）×6袋
⃝賞味期間：製造日より1年
⃝加工地：静岡県掛川市
⃝配送形態：常温
⃝アレルギー：【小麦・そば】
お届け時期  お申込み受付後、1ヵ月程度

⃝商品：180ｇ×2（2人前×2セット）
⃝賞味期間：120日
⃝加工地：熊本
⃝配送形態：冷凍
⃝アレルギー：【小麦】

お届け時期
お申込み受付後、
1ヵ月程度

⃝商品：牛タン仙台ラ－油（100ｇ
×2）、牛タン仙台そぼろ（100ｇ）

⃝賞味期間：常温240日
⃝加工地：宮城
⃝配送形態：常温
⃝アレルギー：【小麦】

お届け時期
お申込み受付後、1ヵ月程度

⃝商品：秋鮭西京味噌漬60ｇ×4
⃝賞味期間：冷凍60日
⃝加工地：北海道
⃝配送形態：冷凍

お届け時期
お申込み受付後、1ヵ月程度

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

5217商品
番号 浜松の蜜柑 無添加 果汁１００％ジュース

5218商品
番号 手折り銘茶そば

静岡県

静岡県

5219商品
番号 国産牛もつ鍋セット

5220商品
番号 ＜仙台・陣中＞ 牛タン仙台ラー油詰合せ

5221商品
番号 秋鮭西京味噌漬

熊本県

宮城県

北海道

2,000 Point
※アレルギー表示はアレルギー物質を含む特定原材料（7品目）のみ表示しております。

※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。
※お申込みが集中した場合や連休と重なる場合は、お届けが遅れる場合がございます。
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⃝商品：牡蠣茶漬け、さんま茶漬け、銀鮭茶漬け×各2食
⃝賞味期限：常温90日
⃝加工地：宮城
⃝配送形態：常温
⃝アレルギー：【小麦・乳】

お届け時期
お申込み受付後、1ヵ月程度

⃝商品：浜松餃子（生冷凍、たれ付）　
15粒×4 トレイ

⃝賞味期間：冷凍60日
⃝加工地：静岡
⃝配送形態：冷凍
⃝アレルギー：【小麦】

お届け時期
お申込み受付後、
1ヵ月程度

⃝商品：150ｇ×5 
⃝賞味期間：冷凍120日
⃝加工地：熊本
⃝配送形態：冷凍
⃝アレルギー：【卵・乳・小麦】

お届け時期
お申込み受付後、1ヵ月程度

⃝イラスト：A3規格
サイズ：420mm×
297mm（4色オフ
セット印刷）

⃝額装：479mm×
356mm（プリント
合板）

お届け時期
お申込み受付月の
翌々月上旬お届け

⃝商品：190g ×15
⃝賞味期間：常温3年
⃝加工地：北海道
⃝配送形態：常温

お届け時期
お申込み受付後、1ヵ月程度

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

5325商品
番号 金華茶漬けセット

5326商品
番号 有機栽培トマトジュース ゆうきくん

5322商品
番号 ヤマハ RZ250 ピンナップ（A3額装）

5323商品
番号 浜松餃子

5324商品
番号 黒毛和牛ハンバーグ

静岡県

熊本県

宮城県

北海道

3,000 Point
※アレルギー表示はアレルギー物質を含む特定原材料（7品目）のみ表示しております。

※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。
※お申込みが集中した場合や連休と重なる場合は、お届けが遅れる場合がございます。
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お届け時期
お申込み受付月の
翌月末お届け

⃝商品：仔牛の牛タン丸ごと一本塩麹熟成（300ｇ）
⃝賞味期間：冷凍120日
⃝加工地：宮城
⃝配送形態：冷凍
⃝アレルギー：【牛肉】

お届け時期
お申込み受付後、1ヵ月程度

⃝商品：ビーフカレー２２０ｇ・チキンカレー２２０ｇ各３
⃝加工地： 日本【小麦・乳・落花生】

⃝商品：特別栽培米ゆめぴりか5ｋｇ
⃝加工地：北海道
⃝配送形態：常温

お届け時期
お申込み受付後、1ヵ月程度

⃝商品：カツオ ツナ缶6缶、マグロ  ツナ缶6缶
⃝賞味期間：常温　製造日より3年
⃝加工地：静岡県焼津市
⃝配送形態：常温

お届け時期
お申込み受付後、1ヵ月程度

※写真はイメージです。
※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

5429商品
番号 ＜仙台・陣中＞ 仔牛の牛タン丸ごと一本塩麹熟成5427商品

番号 葛城ゴルフ倶楽部カレー詰合せ

5430商品
番号 特別栽培米ゆめぴりか５kg5428商品

番号 焼津の網元 ツナ缶12缶セット

宮城県

北海道

静岡県

静岡県

4,000 Point
※アレルギー表示はアレルギー物質を含む特定原材料（7品目）のみ表示しております。

※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。
※お申込みが集中した場合や連休と重なる場合は、お届けが遅れる場合がございます。
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