
ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501　静岡県磐田市新貝2500
https://global.yamaha-motor.com/jp/

株主優待に関するお問合せ先
0120-907-793

受付時間 10：00～17：00
但し、土日祝日を除く

ヤマハ発動機株式会社

株主優待の
ご案内
2022年12月期



　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、2022年12月31日現
在の株主の皆様に対し、2023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

2022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

2023年6月30日（金） 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リーグ観戦ペアチケット、ラグビー関連グッズ、当社関連施設利用割引券
・ 社会貢献基金への寄付

※ 保有期間とは、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。

※�お申込期限を過ぎた際は、
　受付いたしかねますのでご了承ください。
※�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

2023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、ご注意

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

株主優待品アンケート

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

よくあるご質問

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

株主優待に関するお問合せ先 0120-907-79301 02受付時間　10：00～17：00　土日祝日を除く



株主優待に関するお問合せ先 0120-907-79303 04受付時間　10：00～17：00　土日祝日を除く

2022年12月31日
現在の保有株式数 1,000株

優待ポイント数 4,000ポイント
保有期間 3年以上

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 2023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

1

2

• お申込期限を過ぎた際は、受付いたしかねますので
ご了承ください。

• 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お受けできません。

• 配送業者の指定はお受けできません。

•  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。

• 配送先は日本国内のみとなります。

• 商品は在庫切れになる場合がございます。

• 電話、FAX、メール等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。

• 長期ご不在、住所変更等によりお届けできなかった
場合における商品の再配送の受付は、2023年11月
30日までとさせていただきます。

• お預かりしました個人情報は優待商品の発送および
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。

2022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

ご注意

使用可能ポイント



株主優待に関するお問合せ先 0120-907-79305 06受付時間　10：00～17：00　土日祝日を除く

で検索、または

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

ヤマハ発動機 株主・投資家情報

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

スマートフォンでお申込みいただく
場合、同封の「株主優待通知
書」に記載してある二次元バー
コードを読み取っていただくと、直
接ログイン画面に進むことができ
ます。

「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〉

見本 ①

②

③

④



株主優待に関するお問合せ先 0120-907-79307 08受付時間　10：00～17：00　土日祝日を除く

操作方法がわからないときは、
株主優待事務局（TEL：0120-907-793）までお気軽にお問合せください。

※ 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

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

お届け時期は、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

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〉 〈スマートフォンの場合〉

商品を選ぶ
見たい商品の画像をクリック（タップ）

2

〈パソコンの場合〉 〈スマートフォンの場合〉



株主優待に関するお問合せ先 0120-907-79309 10受付時間　10：00～17：00　土日祝日を除く

お申込み方法

申込専用はがき記入例  ※赤字の部分が記入例です。

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。

株主優待通知書でポイントの確認1

 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（0120-907-793）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。

本冊子12～29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

はがき申込み方法

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、ご投函ください。4

2023年6月30日必着でご投函ください

※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。

カブヌシ　   タロウ

株 主  太 郎
4 3 8 - 8 5 0 1

静岡県磐田市新貝2500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

カブヌシ　   ハナコ

株 主  花 子
1 1 1 1 1 1 1

◯ ◯ 区 ◯ ◯ 町 0 - 0 0 - 0 0 ◯◯マンション  101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 1 0 1 1 1,000

8 3 3 0 1 3,000

5 1

4,000
4,000

東 京



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34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。

8101商品
番号 社会貢献基金への寄付

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://www12.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】
3月下旬頃から9月中旬頃まで
◦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

1,000 Point株主優待品アンケート

株主優待に関するお問合せ先 0120-907-79311 12受付時間　10：00～17：00　土日祝日を除く



エコパスタジアム（静岡県袋井市）で開催される上記試合の観戦チケット
（電子チケット）を取得するためのシリアルコードをお送りいたします。500組
限定となるため、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。
※抽選の結果、当選の場合は7月上旬に電子チケットを取得するために必要な「申

込みのご案内、シリアルコード」を簡易書留でお送りいたします（注：お手続きには
インターネットに接続できるPCもしくはスマートフォンが必要となります）。シリアル
コードは再発行できませんので、失くさないようにご注意ください。

※抽選結果は、6月上旬に書面でお送りいたしますが、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

8102商品
番号

8月6日（日）VS. ベガルタ仙台
19：00キックオフ　会場：エコパスタジアム

500組
限定

サッカーチケット

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

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14分、掛川ICより約8分

エコパスタジアム

◆電子チケットについて◆
試合当日は、入場ゲートの端末に、スマートフォンで電子チケットをかざすか、
印刷した電子チケットをかざして入場いただきます（スタジアム、ジュビロショッ
プ、およびコンビニエンスストアでの引換、紙チケットの発券はできません）。必
ず、申込み期間内に電子チケットを取得してください。取得方法は、7月上旬
にシリアルコードを同封の上、簡易書留で郵送いたします。
電子チケット取得には、JリーグIDの登録が必要になります。
◆ご注意◆
⃝新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、制約がございます。試合に

関するJリーグガイドラインをジュビロ磐田公式ホームページでご確認し、ご
了承の上、ご来場ください。

⃝新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況などにより、政府やJリーグの
方針変更に伴い、収容人数が変更になる可能性がございます。その場合
は、ジュビロ磐田公式ホームページでご案内いたします。

⃝いかなる場合も転売禁止です。転売が判明した場合は該当のチケットを無
効とし、ご入場をお断りする場合があります。

◆お問い合わせ先◆
株式会社ジュビロ：0538-36-4670（日・月休み）
 URL　https：//www.jubilo-iwata.co.jp/

©JUBILO IWATA

©JUBILO IWATA

1,000 Point 申込期限

4月28日
必着

受付時間　10：00～17：00　土日祝日を除く株主優待に関するお問合せ先 0120-907-79313 14



⃝内容量：三ヶ日みかんサイダー
250ml×6本

⃝賞味期間：製造日より常温
365日

⃝加工地：日本
⃝配送形態：常温                                                                                   

お届け時期
お申込み受付後、
1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合

は、最長2ヵ月程度かかる
場合がございます。大変
申し訳ありませんが、予め
ご了承ください。

⃝内容量：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

⃝賞味期間：製造日より常温90日
⃝製造地：北海道
⃝配送形態：常温
⃝特定原材料7品目：【小麦・卵】

お届け時期
お申込み受付後、
1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合は、最長

2ヵ月程度かかる場合がございま
す。大変申し訳ありませんが、予め
ご了承ください。

⃝内容量：精米150g×5袋
⃝賞味期間：精米時期より常温

で約240日（窒素充填により
美味しさが長期間保たれま
す。）

⃝加工地：日本
⃝配送形態：常温

お届け時期
お申込み受付後、
1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合は、

最長2ヵ月程度かかる場合が
ございます。大変申し訳ありま
せんが、予めご了承ください。

⃝内容量：鰹角煮60ｇ、浜でん
ぶ35ｇ、鰹の華35ｇ

⃝賞味期間：製造日より常温180日
⃝加工地：静岡県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⃝配送形態：常温
⃝特定原材料7品目：【小麦】
お届け時期

お申込み受付後、1ヵ月程度
※お申込みが集中した場

合は、最長2ヵ月程度
かかる場合がございま
す。大変申し訳ありま
せんが、予めご了承く
ださい。

⃝内容量：静岡県牧之原産
深蒸し茶100g

⃝賞味期間：製造日より常温365日
⃝加工地：静岡県
⃝配送形態：常温
お届け時期

お申込み受付後、1ヵ月
程度
※お申込みが集中した場合

は、最長2ヵ月程度かかる場
合がございます。大変申し
訳ありませんが、予めご了承
ください。

※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。※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。

⃝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。

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。

※プリペイドカードのイメージです。

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） 静岡県

8104商品
番号 三ヶ日みかんサイダー 6本入 8107商品

番号 月寒あんぱんオリジナルセット 6個入

8108商品
番号 金賞健康米 北海道産ゆめぴりか

静岡県

8105商品
番号 焼津山政 かつお三昧

8103商品
番号 蔵出し限定一番摘み 牧之原深蒸し茶

静岡県

静岡県 8106

北海道

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。

受付時間　10：00～17：00　土日祝日を除く株主優待に関するお問合せ先 0120-907-79315 16



⃝内容量：(100g×3束)×2袋
⃝賞味期間：製造日より常温2年
⃝加工地：宮城県
⃝配送形態：常温
⃝特定原材料7品目：【小麦】
お届け時期

お申込み受付後、1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合は、最長2ヵ月程度

かかる場合がございます。大変申し訳ありませ
んが、予めご了承
ください。

⃝内容量：（麺70g・スープ13g・
調味油7g）×5袋

⃝賞味期間：製造日より常温
180日

⃝加工地：日本
⃝配送形態：常温
⃝特定原材料7品目：【小麦・乳・

卵】
お届け時期

お申込み受付後、1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合は、最

長2ヵ月程度かかる場合がござい
ます。大変申し訳ありませんが、
予めご了承ください。

⃝内容量：仙台いちごのバターサンド
×5個入

⃝賞味期間：製造日より常温40日
⃝加工地：宮城県
⃝配送形態：常温
⃝特定原材料7品目：【小麦・卵・乳】

お届け時期
お申込み受付後、1ヵ
月程度
※お申込みが集中した場

合は、最長2ヵ月程度か
かる場合がございます。
大変申し訳ありません
が、予めご了承ください。

⃝内容量：肥後太鼓×1枚、黒胡麻太鼓×1枚、白
胡麻太鼓×1枚、すずめのたまご（約10g×13個）、
黒糖くるみ（約70g×1個）、くまモンエコバッグ

⃝賞味期間：製造日より常温120日
⃝製造地：熊本県
⃝配送形態：常温
⃝特定原材料7品目：【落花生・小麦】
⃝エコバッグ：中国製 コットン100％ 片面プリント

縦31×横25cmマチ無 
※ エコバッグは全部で5種類あります。柄の選択はできません。
お届け時期

お申込み受付後、1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合は、最長2ヵ月程度かかる場合が

ございます。大変申し訳ありませんが、予めご了承ください。

⃝内容量：（麺80g・スープ45g）×5袋
⃝賞味期間：製造日より常温180日
⃝加工地：日本
⃝配送形態：常温
⃝特定原材料7品目：【小麦・卵】

お届け時期
お申込み受付後、
1ヵ月程度
※お申込みが集中した

場合は、最長2ヵ月程
度かかる場合がござい
ます。大変申し訳あり
ませんが、予めご了承
ください。

⃝内容量：8袋入り（6切×6枚）
×各1

⃝賞味期間：製造日より常温
300日

⃝加工地：熊本県
⃝配送形態：常温
⃝特定原材料7品目：【小麦・えび】

お届け時期
お申込み受付後、
1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合は、

最長2ヵ月程度かかる場合がご
ざいます。大変申し訳ありませ
んが、予めご了承ください。

※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。

※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。

8110商品
番号 金印白石温麺（うーめん）６束入

8114商品
番号 熊本ラーメン 5食（くまモンロゴ入り）8111商品

番号 菓房山清 仙台いちごのバターサンド

8113商品
番号

肥後太鼓＆胡麻太鼓　
くまモンエコバッグ お楽しみセット

8109商品
番号 宮城辛味噌ラーメン 8112商品

番号 通宝 おかず海苔・塩海苔セット 熊本県

熊本県

熊本県

宮城県

宮城県

宮城県

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。

受付時間　10：00～17：00　土日祝日を除く株主優待に関するお問合せ先 0120-907-79317 18



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

問合せ先   9：00～20：00（月・火・木・金）
  9：00～18：00（土・日・祝）
● ヤマハテクニカルセンター   0120-819-410

ヤマハテクニカルセンター

二輪チケット

ヤマハテクニカルセンター（静岡県掛川市）の二輪免許教習でご使用いただける 
割引券です。

割引内容の一例
● 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）
● MT大型二輪免許（MT普通二輪免許所持の場合）

税込091,300円（通常：税込105,050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2023年12月24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/

8216商品
番号 ヤマハテクニカルセンター 利用割引券

バイクレンタル

全国のヤマハ バイクレンタル店舗でご利用いただける割引券です。
割引内容

レンタル基本料金より20％オフ
お届け時期  お申込み受付月の翌月末お届け
ご利用手順

①ヤマハ バイクレンタル会員登録
②割引券に記載の二次元バーコードよりクーポン獲得
③WEB予約時にクーポンを選択

● 割引券のご利用にはヤマハ バイクレンタル会員登録（無料）が必要となります。
　（ご利用は20歳以上の方に限らせていただきます）
● クーポンの利用回数は1回となります。
● 本券の利用期限は2023年12月31日ご出発分までとなります。
　年末年始の営業日は店舗により異なるため、詳しくは店舗へお問い合わせください。
● 時間超過料金・用品オプション・補償オプションは割引対象外となります。
● 他の割引券・クーポンとの併用はできません。
●  レンタル店舗の営業日および営業時間に関しましては、 
ヤマハ バイクレンタルWebサイトまたは 
ヤマハ バイクレンタルコールセンターにてご確認ください。

● ヤマハ バイクレンタルWebサイト：
https://bike-rental.yamaha-motor.co.jp/

　レンタル会員登録（無料）：
https://bike-rental.yamaha-motor.co.jp/Member/Entry/emailinput

● ヤマハ バイクレンタルコールセンター
0120-819-117（365日／24時間）

8215商品
番号 ヤマハ バイクレンタル 利用割引券

Webサイトは
こちら

会員登録は
こちら

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

受付時間　10：00～17：00　土日祝日を除く株主優待に関するお問合せ先 0120-907-79319 20



マリンチケット

問合せ先   9:00～17:00（土・日・祝休み）
● ヤマハ免許センター東日本 0120-512-213（東北・関東エリア）
● ヤマハ免許センター中部 0120-339-916（中部・北陸エリア）
● ヤマハ免許センター西日本 0120-645-533（関西エリア）

割引金額
・1級小型船舶 10,000円
　（1級ステップアップ 2,000円）
・2級小型船舶 8,000円
・水上オートバイ専用 2,000円
・2級湖川小出力限定 2,000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

申込期限  4月28日必着
割引金額  クラブ艇利用料金　5,000円

お申込みから電子クーポンご利用までの流れ
①4月28日までにお申込みください。
②5月下旬に返信用はがきをお届けします。
③6月末までに返信用はがきに会員番号等の必要事項を記入してご返送ください。
④はがき到着後、3週間以内を目安に電子クーポンが発行されます。
⑤シースタイルWEB予約システムよりご予約いただく際にご利用いただけます。
問合せ先   9：30～17：30（年中無休※年末年始を除く）

● ヤマハマリンホットライン 0120-730-344

● 本券の利用期限は2023年12月22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。
● 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。
●  本券のご使用の際は必ず、株主優待 利用割引券のご使用の旨、お電話か店頭受付時

にお伝えください。インターネット申込の場合はクレジット決済後の金額変更の手続きとな
りますので、必ず申込後に該当する免許センターへお電話ください。

●  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/

● 本クーポンの利用期限は2023年12月24日となります。
● 本クーポンはシースタイルレンタルポイント以外の複数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/

ヤマハボート免許教室利用割引券8217商品
番号

ヤマハマリンクラブ・シースタイル
利用割引電子クーポン8218商品

番号

ブルーレヴズオリジナルデザ
インのバスタオルです。

⃝商品：オリジナルバスタオル
⃝サイズ：W/120cm H/65cm
⃝カラー：ネイビー/ホワイト
⃝ 素材：綿100％ ジャガード織

申込期限  
4月28日必着
お届け時期  

7月下旬お届け

⃝内容量：一番茶限定 天皇杯
受賞茶園栽培茶100ｇ×2

⃝賞味期間：製造日より 常温365日
⃝加工地：静岡県
⃝配送形態：常温
お届け時期

お申込み受付後、1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合は、最長2ヵ

月程度かかる場合が
ございます。大変申し
訳ありませんが、予め
ご了承ください。

⃝内容量：85g×4
⃝賞味期間：製造日より常温60日
⃝加工地：静岡県
⃝配送形態：常温
⃝特定原材料7品目:【卵・小麦】
お届け時期

お申込み受付後、1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合

は、最長2ヵ月程度かかる
場合がございます。大変申
し訳ありませんが、予めご
了承ください。

申込期限

4月28日
必着

※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

静岡ブルーレヴズ 
オリジナルバスタオル8219 申込期限

4月28日
必着

8220商品
番号

山英 一番茶限定 
天皇杯受賞茶園栽培茶2袋セット

8221商品
番号 玉露茶カステラ 4個詰合せ

静岡県

静岡県

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。

受付時間　10：00～17：00　土日祝日を除く株主優待に関するお問合せ先 0120-907-79321 22



⃝内容量：90g×8
⃝賞味期間：製造日より常温

270日
⃝加工地：北海道
⃝配送形態：常温
⃝特定原材料7品目：【乳】
お届け時期

お申込み受付後、1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合は、最長2ヵ月

程度かかる場合がございます。大変申し
訳ありませんが、予めご了承ください。

⃝内容量：秋鮭西京味噌漬60ｇ×4
⃝賞味期間：製造日より冷凍

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
※お申込みが集中した

場合は、最長2ヵ月程
度かかる場合がござい
ます。大変申し訳あり
ませんが、予めご了承
ください。

⃝内容量：180ｇ×2（2人前×2セット）
⃝賞味期間：製造日より冷凍120日
⃝加工地：熊本県
⃝配送形態：冷凍
⃝特定原材料7品目：【小麦】
お届け時期

お申込み受付後、1ヵ月程度
※お申込みが集中した

場合は、最長2ヵ月程
度かかる場合がござい
ます。大変申し訳あり
ませんが、予めご了承
ください。

※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。

⃝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。

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。

※プリペイドカードのイメージです。

8223商品
番号 北海道夕張メロンゼリー ネオ

8224商品
番号 秋鮭西京味噌漬 8227商品

番号 国産牛もつ鍋セット 熊本県

商品
番号

炭焼きレストランさわやか
プリペイドカード（2,000円分） 静岡県8222

北海道

北海道

⃝内容量：ハスカップジャム140ｇ、
いちごジャム140ｇ、ぶどうジャム
140ｇ 各1個

⃝賞味期間：製造日より常温365日
⃝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
※お申込みが集中した場合は、最長2ヵ

月程度かかる場合がございます。大
変申し訳ありませんが、予めご了承く
ださい。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

商品
番号 富良野ジャム ３個入セット8225 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。

受付時間　10：00～17：00　土日祝日を除く株主優待に関するお問合せ先 0120-907-79323 24

⃝内容量：和三盆×16個、ショコラ
リッチ×16個

⃝賞味期間：製造日より常温150日
⃝加工地：宮城県
⃝配送形態：常温
⃝特定原材料7品目：【落花生・卵・乳】
お届け時期

お申込み受付後、1ヵ月程度
※お申込みが集中した場

合は、最長2ヵ月程度か
かる場合がございます。
大変申し訳ありません
が、予めご了承ください。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

商品
番号

至福のまころん詰合せ
和三盆＆ショコラリッチ8226 宮城県



⃝内容量：北海道にんじんと国産く
だもの160ｇ×20本

⃝賞味期間：製造日より常温360日
⃝加工地：日本
⃝配送形態：常温
お届け時期

お申込み受付後、1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合は、

最長2ヵ月程度かかる場合が
ございます。大変申し訳ありま
せんが、予めご了承ください。⃝内容量：鯖味噌煮190ｇ×2缶、鯖水煮190ｇ×2缶、

鯖醤油煮190ｇ×2缶、金のまぐろ油漬70ｇ×3缶
⃝賞味期間：製造日より常温3年
⃝加工地：日本
⃝配送形態：常温
⃝特定原材料7品目：【小麦】
お届け時期

お申込み受付後、1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合は、最長2ヵ月程度かかる場合がご

ざいます。大変申し訳ありませんが、予めご了承ください。

⃝内容量：浜松餃子（生冷凍）15粒×4 
⃝賞味期間：製造日より冷凍60日
⃝加工地：静岡県
⃝配送形態：冷凍
⃝特定原材料7品目：【小麦】

お届け時期
お申込み受付後、1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合は、最長2ヵ月

程度かかる場合がございます。大変申し
訳ありませんが、予めご了承ください。

⃝内容量：ラクレット150g・大地のほっぺミニ
180g・モッツァレラチーズさけるタイププレー
ン80g・モッツァレラチーズ真空タイプ100g　

⃝賞味期間：製造日より冷蔵30日
⃝加工地：北海道
⃝配送形態：冷蔵 
⃝特定原材料7品目：【乳】

お届け時期
お申込み受付後、1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合は、最長

2ヵ月程度かかる場合がございます。
大変申し訳ありませんが、予めご了
承ください。

ハイドロフラスク×ブルーレヴズのコラボタンブラー。ブルー
レヴズのロゴがプリントされた特別仕様の商品になります。
⃝商品：静岡ブルーレヴズ ハイドロフラスクコラボタンブラー
⃝サイズ：72mm×140mm　⃝容量：12oz（354ml）
⃝カラー：パシフィック
⃝素材：（本体）ステンレス鋼、（フタ）ポリプロピレン、（スライダー）ポリ

プロピレン、熱可塑性エラストマー、（パッキン）シリコーンゴム　
⃝中国製
申込期限  4月28日必着　 お届け時期  7月下旬お届け

⃝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

※�写真はイメージ※�写真はイメージ
です。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。

⃝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。

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。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※プリペイドカードのイメージです。

表 裏

8333商品
番号 北海道にんじんと国産くだものジュース

8330商品
番号 あいこちゃん鯖・鮪缶詰セット

8331商品
番号 浜松餃子

8334商品
番号 北海道NEEDS チーズ詰合せ

商品
番号

炭焼きレストランさわやか
プリペイドカード（3,000円分） 静岡県8332

北海道

北海道

静岡県

静岡県

商品
番号

静岡ブルーレヴズ 
ハイドロフラスクコラボタンブラー1個

商品
番号 ヤマハ FZ750 ピンナップ（A3額装）

8328

8329

申込期限

4月28日
必着

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。

株主優待に関するお問合せ先 0120-907-79325 26受付時間　10：00～17：00　土日祝日を除く



⃝内容量：豚ロース味噌漬け75g×6
⃝賞味期限：出荷日より冷凍180日
⃝加工地：宮城県
⃝配送形態：冷凍
お届け時期

お申込み受付後、1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合は、最長2ヵ月

程度かかる場合がございます。大変申
し訳ありませんが、予めご了承ください。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

8336商品
番号 伊豆沼ハム 宮城県産豚ロース味噌漬け 宮城県

8440商品
番号

炭焼きレストランさわやか
プリペイドカード（4,000円分） 静岡県

⃝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。

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。

⃝内容量：ビーフカレー２２０ｇ・
チキンカレー２２０ｇ各３

⃝加工地：日本
⃝配送形態：常温
⃝特定原材料7品目：【小麦・乳・

落花生】
お届け時期

お申込み受付月の翌月末お届け

⃝内容量：ほうじ茶ジェラート・ミルク(プ
レーン）ジェラート・藤枝ハイボールジェ
ラート(140ｍｌ×各2)、藤枝抹茶ジェラー
トNO.1・藤枝抹茶ジェラートNO.７(140
ｍｌ×各1)

⃝賞味期間：製造日より冷凍180日
⃝加工地：静岡県藤枝市
⃝配送形態：冷凍
⃝特定原材料7品目：【乳】
お届け時期

お申込み受付後、1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合は、最長2ヵ月程度か

かる場合がございます。大変申し訳ありません
が、予めご了承ください。

⃝内容量：いかしゅうまい180g(6個入)×1、か
にしゅうまい180g(6個入)×1、帆立しゅうまい
180g(6個入)×1

⃝賞味期限：出荷日より冷凍90日
⃝加工地：北海道
⃝配送形態：冷凍　　　　　　　　　　　　　　　　　
⃝特定原材料7品目：【小麦・卵・かに】

お届け時期
お申込み受付後、1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合は、最長

2ヵ月程度かかる場合がございます。
大変申し訳ありませんが、予めご了
承ください。

⃝内容量：150g×5 
⃝賞味期間：製造日より冷凍120日
⃝加工地：熊本県
⃝配送形態：冷凍
⃝特定原材料7品目：【卵・乳・小麦】
お届け時期

お申込み受付後、1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合は、最長2ヵ月

程度かかる場合がございます。大変申
し訳ありませんが、予めご了承ください。

※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。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※プリペイドカードのイメージです。

8439商品
番号 葛城ゴルフ倶楽部カレー詰合せ

8438商品
番号 ななや プレミアムジェラート8個セット

静岡県

静岡県8335商品
番号 函館タナベ 海鮮しゅうまいセット

8337商品
番号 黒毛和牛ハンバーグ 熊本県

北海道

4,000 Point3,000 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。

株主優待に関するお問合せ先 0120-907-79327 28受付時間　10：00～17：00　土日祝日を除く



Q

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？

Q

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？

Q

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？

Q

ギフト包装、のしなどのご対応はできません。

ギフト包装はできますか？

Q

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？
⃝内容量：橙ぽん酢300ml、柚子玉

ぽん酢300ml、バルサミコ醤 油
150ml、醤油ごま100g、味噌ディッ
プ150g、オリジナル枡 各1個

⃝賞味期間：製造日より常温270日
⃝加工地：熊本県
⃝配送形態：常温
⃝特定原材料7品目：【小麦】
⃝枡：五勺枡 国産ヒノキ使用

お届け時期
お申込み受付後、1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合は、最

長2ヵ月程度かかる場合がござい
ます。大変申し訳ありませんが、
予めご了承ください。※写真はイメージです。※写真はイメージです。

8442商品
番号 HAMADAYA 熊本こだわりセット

⃝内容量：アラビキソーセージ・レモン
＆パセリウインナー・ハーブソー
セージ・チョリソー各115g、クラコ
ウ130g、ビヤシンケン160g

⃝賞味期間：製造日より冷蔵35日
⃝加工地：北海道 
⃝配送形態：冷蔵

お届け時期
お申込み受付後、1ヵ月
程度
※お申込みが集中した場合は、

最長2ヵ月程度かかる場合がご
ざいます。大変申し訳ありませ
んが、予めご了承ください。※写真はイメージです。※写真はイメージです。

8441商品
番号

函館カール・レイモン
ハム・ソーセージセット 北海道

4,000 Point よくあるご質問
※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。

株主優待に関するお問合せ先 0120-907-79329 30受付時間　10：00～17：00　土日祝日を除く

⃝内容量：肩ローススライス300g
⃝賞味期間：製造日より冷凍30日
⃝加工地：熊本県
⃝配送形態：冷凍
お届け時期

お申込み受付後、1ヵ月程度
※お申込みが集中した場合は、最長2ヵ月程度かかる場合がござ

います。大変申し訳ありませんが、予めご了承ください。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

8443商品
番号 あか牛肩ロースすき焼き肉 熊本県

熊本県


