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拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

株主の皆さまの日ごろのご支援に感謝の意をこめまして、
選りすぐりのグルメを中心に、お好きな商品を 1 点お選びいただける、

「株主優待カタログギフト」をお送りいたします。

「株主優待カタログギフト」に掲載しておりますグルメ商品は、
総合通販サイト「au PAY マーケット」にてお求めいただくことも可能です。
なお、沖縄商品につきましては、「沖縄 CLIP マルシェ」でお求めいただけます。

今後も株主の皆さまのご期待に添えるよう、役職員一同努力して参りますので、
より一層のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具



全国各地の厳選した素材やおいしいものを揃えました。
多彩なラインナップからお気に入りの一品をお選びください。

日本全国から集めた
美味しいものをお届けいたします

食品衛生法がラベルへの表示を義務付けている、「特定原材料7品目」の
アレルギー物質について、商品に含まれる品目をマークで記載しております。

〈アレルギー物質の表示について〉

･･･そばを含んでいる商品そ

･･･卵を含んでいる商品卵･･･小麦を含んでいる商品小

･･･かにを含んでいる商品か

･･･乳を含んでいる商品乳
･･･えびを含んでいる商品え･･･落花生を含んでいる商品落

〈掲載商品について〉
※賞味期間または消費期間は、30日以内のものを保存方法と併せて記載してお
ります。※賞味期間および消費期間は、製造日または加工・出荷日を基準に記載し
ております。※商品到着後の日持ち期間は、配送日数などにより異なりますので、予
めご了承ください。※冷蔵便・冷凍便にてお届けする表記がない商品は、常温便
でのお届けとなります。※8月11日〜8月20日の期間は、産地休業のため、お届け
日のご指定はできません。※お届けご希望日が産地休業日にあたった場合は、休
業日翌日の発送に変更させていただきます。※お届け時間の指定はできません。
※「数量限定」と記載された商品は、ご用意できる数に限りがあります。お申し込み
が上限に達した場合は、第2希望の商品をお届けします。※各商品の写真に写っ
ている小物等は、お届けする商品に含まれません。
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メガ盛りハンバーグ＆
粗挽きソーセージ
食感のやわらかさにこだわったハンバーグは、豚肉の旨み
と玉ねぎの甘みがたっぷり。パリッと弾けてジューシィな粗
挽きソーセージとセットでお届けします。

肉の旨みをギュッと凝縮

厳選商品 お店の
情報はこちら

店名：お肉のしゃぶまる

申込番号   KX 21-002
やわらかハンバーグ1.2kg（100g×12）、粗挽
きソーセージ500g
※冷凍便にてお届け。
小 卵 乳

特集 1
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讃岐もつ鍋セット
とろけるような国産牛ホルモンを100％使用したもつ鍋。
お好みの野菜をご用意いただき、出汁はさっぱりめんつゆ
でお召しあがりください。〆のうどんもセットになっています。

たっぷりと溶け出すもつの旨み

お店の
情報はこちら

店名：お肉のしゃぶまる

申込番号   KX 21-003
牛ホルモン240g、釜あげうどん230g×2、めん
つゆ15ml×4／牛ホルモン（小腸）：国産
※冷凍便にてお届け。
小
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うなぎ蒲焼

肉厚なうなぎをじっくりと5回に分けて丁寧に焼きあげ、ふっ
くらとやわらかな蒲焼に仕上げました。贅沢な長焼でお届
けします。

食欲をそそる香ばしさと深い味わい

お店の
情報はこちら

店名：越前かに問屋 ますよね

申込番号   KX 21-004
うなぎ蒲焼（長焼）140g×2、たれ10ml×4、
さんしょう0.2g×4／うなぎ：台湾産
※冷凍便にてお届け。
小

数量限定
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生ずわいがに脚
（カット）
お刺身でも食べられるほど鮮度のよい生ずわいがにの脚
肉を、食べやすくカットしてお届けします。刺身、しゃぶしゃ
ぶ、焼きなど、お好みの食べ方でお召しあがりください。

剥いてあるので調理も簡単　

お店の
情報はこちら

店名：越前かに問屋 ますよね

申込番号   KX 21-005
生ずわいがに脚（カット）500g／ロシア・アメリ
カ産
※冷凍便にてお届け。
か

数量限定
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シークヮーサージュース

沖縄の太陽を浴びて、ミネラルが含まれた土壌で育った
シークヮーサーの原液ジュースです。5～ 8倍のお水や炭
酸水で薄めて、ジュースにしてお召しあがりください。

ジュースでもドレッシングでも楽しめる

申込番号   KX 21-101
シークヮーサージュース500ml、シークヮー
サージュース150ml
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ひんやりフルーツマルシェ
～美ら島ベリー～
沖縄県大宜味村の ICT 工場で水耕栽培により育てられた
イチゴ「美ら島ベリー」を急速冷凍し、お届けします。その
ままお召しあがりいただくか、 イチゴのスムージーやソーダ
などでお楽しみください。

甘くて大きい！ 沖縄県産イチゴ

申込番号   KX 21-102
美ら島ベリー（冷凍いちご）1kg／沖縄県産
※冷凍便にてお届け。

数量限定
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いつもの暮らしをちょっと贅沢にする
選りすぐりのグルメをご紹介します。
どれもこだわって選び抜いた一品ばかり。
この機会にぜひお試しください。

「ちょっと贅沢」
 FOOD 特集

いつもより
特集 2
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深みのある味わいが
口の中に広がります。

知
ち た ぎ ゅ う

多牛 焼肉用
愛知県知多半島で生まれたブランドビーフの「知多牛（ちた
ぎゅう）」。生産者の顔が見える国産牛の、やわらかで甘みの
ある肉質をお楽しみください。

申込番号   KX 21-006
モモ220g／賞味期間は冷凍で30日／
愛知県産
※冷凍便にてお届け。
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ジューシィでプリッ、
贅沢な味わいのセット。マイスター山野井

ロースハムとソーセージセット
大谷石の石窯で燻製にしたロースハム、やわらかな食感のホ
ワイトロースハムなどを詰め合わせました。

申込番号   KX 21-007
大谷石蔵手巻きロースハム130g、燻製生ハム
ロース（スライス）30g、ホワイトロースハム
70g、燻製荒びきポーク90g（2袋）
※冷蔵便にてお届け。
乳
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牛肉の旨みが調和した
本格的ビーフカレー。

ふらんす亭
カレーセット
カレーはあめ色になるまで炒めた玉ねぎのコクと深く焙煎した
スパイスの香りが本格的。ハッシュドビーフはたっぷりの牛肉
と野菜を使いまろやかに仕上げました。

申込番号   KX 21-008
ビーフカレー180g×2、ハッシュドビーフ・ポー
クカレー・チキンカレー各180g
小 卵 乳
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モルソー
国産牛すじ赤ワインカレー
東京ミッドタウン日比谷にあるフランス家庭料理のレストラン
〈モルソー〉が監修。とろけるやわらかさの牛すじ肉をお楽
しみください。

スパイシーな中に際立つ
コクと旨み。

申込番号   KX 21-009
牛すじ赤ワインカレー180g×5
小
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健美の里
炊き込み御飯セット
ほたて水煮、秋鮭切身、炊き込み御飯用のたれがセットになっ
ており、お米と一緒に炊くだけで本格的な海鮮炊き込み御飯
をご賞味いただけます。

匂いもごちそう。
風味豊かな炊き込みご飯。

申込番号   KX 21-010
ほたて炊き込み御飯の素（ほたて水煮10粒入
×2、炊き込み用たれ50g）・秋鮭炊き込み御飯
の素（秋鮭切身20g×3、炊き込み用たれ50g）×
各1袋
小
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絶妙な塩加減の
鮭の焼きほぐし。

日本の極み
二年熟成塩漬け鮭
焼きほぐし
身を丁寧にほぐして瓶詰めにしました。熟成した塩鮭は、塩
味まろやかで旨みが凝縮しています。

申込番号   KX 21-011
塩漬け鮭 焼きほぐし80g×3
※冷蔵便にてお届け。
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健美の里
北海道スープファクトリー
北海道食材の旨みを凝縮した、濃縮タイプのスープ10食セット。
器に本品を入れてお湯を注げばできあがり。

ご家庭で味わう
簡単スープ。

申込番号   KX 21-012
北海道産じゃがいものビシソワーズ30g×2、
北海道産南蛮海老のビスク・濃厚カニビスク
各30g、北海道産生クリームのクラムチャウ
ダー・完熟とまとのミネストローネ各20g×2、
海鮮の旨味ブイヤベース25g×2
小 卵 乳 え か
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茶
さくらさりょう

蔵茶寮
フレーバーティーセット
〈茶蔵茶寮〉よりさわやかな緑茶のテイストに花やフルーツの
香りをプラスした、日本茶のフレーバーティーをお届けします。
ティータイムやおもてなしにおすすめです。

さわやかなテイストの
フレーバーティー。

申込番号   KX 21-013
緑茶RYOKU-CHA・フルーツフルーティア・ベ
リーベリーグリーン各3g×8／茶葉：日本・タイ・
エジプト他産
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こだわり素材の
チーズケーキ。

十勝四角い
ミニチーズケーキ
レモンの風味がさわやかに残るレアチーズと、しっとり上品な
ベイクドタイプ、そして濃厚でフレッシュ感たっぷりのニューヨー
クタイプの3種類をセットにしました。

申込番号   KX 21-014
レアチーズケーキ・ベイクドチーズケーキ・
ニューヨークチーズケーキ各140g
※冷凍便にてお届け。
小 卵 乳
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全国の
名産品をお届け

全国津々浦々を代表する
日本全国のおいしいものを

選びました。
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札幌バルナバハム 生ハム食べ比べセット
良質な原料を選りすぐり、丹精込めてじっくり仕
上げた生ハムの味わいをご賞味ください。

北 海 道

申込番号   KX 21-015
ロースシンケン40g、燻製生ハム・燻製生ベーコン
各40g×2
※冷蔵便にてお届け。
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〈トンデンファーム〉の人気
商品「骨付ソーセージ」は、
豚骨のエキスがソーセージ
の味をさらにおいしく仕上
げます。豪快にかぶりつい
てお召しあがりください。

トンデンファーム 北海道産 ポークハンバーグ
オニオンソテーが隠し味
のポークハンバーグは、
豚肉の旨みたっぷりで、
ソースなしでもおいしくい
ただけます。

トンデンファーム 北海道産 骨付ソーセージとウインナーセット

全国の名産品をお届け

申込番号   KX 21-016
骨付ソーセージ180g×2、ピルカウインナー120g
※冷蔵便にてお届け。

申込番号   KX 21-017
ポークハンバーグ90g×5
※冷蔵便にてお届け。
※パッケージが変更になる場合がございます。予めご了承ください。
小 卵 乳
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旬の時期に獲れた北海
道産秋鮭を糀に漬けて、
さらに鮭の旨みを引き出
しました。こんがり焼いて
お召しあがりください。

北海道産 づけサーモン
北海道近海で獲れる鮮
度の良い秋鮭の身を使
用。濃厚な味わいの醤
油たれで生食仕立ての漬
けに仕上げました。

秋鮭糀漬

北 海 道

申込番号   KX 21-018
秋鮭糀漬4切×2／賞味期間は冷蔵で7日／鮭：北海道産
※冷蔵便にてお届け。

申込番号   KX 21-019
づけサーモン100g×2／賞味期間は冷蔵で7日
※冷蔵便にてお届け。
小
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北海道産ほたて貝柱を使
いやすい水煮缶にしまし
た。身がほぐしてあるので、
トッピングや和えもの、炒
めものに重宝します。

西山製麺 西山ラーメン詰合せ
コシの強い熟成ちぢれ麺
と、濃厚な味わいのスープ
が特徴の西山ラーメンで
す。味噌、醤油、塩でそ
れぞれお楽しみください。

北海道産 ほたて水煮缶

全国の名産品をお届け

申込番号   KX 21-020
ほたて貝柱水煮 ほぐしみ70g（固形量45g）×3

申込番号   KX 21-021
生麺140g×8、味噌スープ48g×3、醤油スープ29g×3、塩スープ
29g×2／賞味期間は常温で20日
小 卵 乳
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山形の極み フロランタン 10 個入
風味豊かなクッキー生地に、厚めにスライスして
キャラメルコーティングしたアーモンドをのせて焼
きあげました。

北 海 道 ・ 東 北

申込番号   KX 21-022
フロランタン10個
小 卵 乳
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山形県のブランドポーク
「米澤豚一番育ち」は、肉
のやわらかさ、甘さ、脂
の旨みのバランスが良く、
さっぱりとした豊潤な味わ
いが特徴です。

稲庭手延うどん
稲庭うどんの本場、秋田
県稲庭町から国内産小
麦を使用して丁寧に作っ
たなめらか、ツルツル、コ
シの良さが特徴の稲庭う
どんをお届けします。

米澤豚一番育ち 切り落とし

全国の名産品をお届け

申込番号   KX 21-023
切り落とし600g／賞味期間は冷凍で30日／山形県産
※冷凍便にてお届け。

申込番号   KX 21-024
稲庭うどん150g×5
小

24



福島県喜多方市の人気
ご当地ラーメン。平打ち
のちぢれ太麺に、コクの
あるすっきり醤油スープが
からみます。

特別栽培米 秋田県産 あきたこまち（無洗米）
秋田県大潟村で、農薬
と化学肥料を減らして栽
培された「あきたこまち」を
無洗米加工しました。

喜多方ラーメンセット

東 北

申込番号   KX 21-026
特別栽培米あきたこまち（無洗米）3kg／秋田県産

申込番号   KX 21-025
生麺120g×10、醤油スープ35g×10、メンマ50g×2
小
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山形県置賜地域のデラ
ウェア特有の強い甘みを
デザートワイン風に仕上
げた新感覚のアルコール
フリー飲料です。

山形の極み月光の水～山形 月山自然水～
霊峰月山の湧水をセラ
ミックフィルターで濾過。
クリーンブースで無菌パッ
クした硬度約23mg/Lの
軟水で、pH7と中性に近
い自然のままの銘水です。

山形の極み おきたまデラウェア アルコールフリー

全国の名産品をお届け

申込番号   KX 21-027
ノンアルコール赤ワイン720ml

申込番号   KX 21-028
ナチュラルミネラルウォーター350ml×20
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千本松牧場 アイスクリームセット
ふんわり軽い口あたりと濃厚でさっぱりとした後
味。搾りたて生乳のコクと香りが際立つアイスク
リーム。乳化剤や安定剤は使わずたまごでなめら
かな舌ざわりを実現。自慢の生乳を使ったバニラ
とさわやかなりんごの2種セットです。

東 北 ・ 関 東

申込番号   KX 21-029
リンゴ110ml×4、バニラ110ml×2
※冷凍便にてお届け。
卵 乳
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やや薄めですが、コシが
あり、香ばしくつややかな
焼のりです。手巻き寿司
用などにおすすめです。

銀座珈琲セット
銀座珈琲のドリップコー
ヒーと、ドトールのカフェ
オレやミルクティーなど
インスタントスティック飲料
の詰合せです。

白子のり 焼のり詰合せ（上
か ず さ

総）

全国の名産品をお届け

申込番号   KX 21-030
焼のり（上総）板のり10枚×4／海苔：千葉県産

申込番号   KX 21-031
ドリップコーヒー（銀座珈琲ロイヤルブレンド・銀座珈琲スペシャルブレンド）各7g×7、ドトー
ルインスタントスティック（ロイヤルミルクティー15g×2、泡立ち抹茶オレ11g×2、泡立ちカ
フェラテ14g×2、カフェモカ17g×2）／生豆生産国：ブラジル・エチオピア・ホンジュラス他産
乳
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香り高い焼のりを巻いた
のり巻きあられや、黒豆
入りおかきなど、国産米
を100％使用した6種類
の米菓詰合せです。

金澤兼六製菓 おいしさいろいろ煎餅
宇治茶、狭山茶と並んで
日本の三大銘茶の一つ
に数えられる静岡茶。ほっ
と一息つきたいくつろぎの
時間にお楽しみください。

老舗大佐和 静岡茶詰合せ

関 東 ・ 中 部

申込番号   KX 21-033
煎茶100g×2／茶葉：静岡県産

申込番号   KX 21-032
のり巻あられ8枚、ざらめ・黒豆入りおかき×各6枚、丸サラダ・海老
サラダ・海老しょうゆ×各4枚／もち米・うるち米：国産
小 え
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ほてるISAGO 神戸 ビーフカレー
神戸布引の山のふもとに
ある料亭旅館〈ほてる
ISAGO神戸〉が監修。野
菜と牛肉をじっくり煮込
み、旨みとコクのあるカ
レーに仕上げました。

やまじるし 信州味噌
原料に国産米を使用し、
鰹と昆布のだしを加えた
味噌です。ボリュームも
たっぷり、バランスの良
い味をお楽しみください。

全国の名産品をお届け

申込番号   KX 21-034
だし入り米味噌1kg×6

申込番号   KX 21-035
ビーフカレー200g×5
小 乳
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モチモチとしたコシのある
三輪素麺は、夏の時期
はもちろん、にゅうめん
(温麺)やそうめんチャンプ
ルーなどにしてもおいしく
いただけます。

日本の極み 紀州南高梅しそ梅
化学調味料を使用せず、
風味豊かなしそと梅の味
が楽しめる、塩分約3％の
しそ漬梅干です。お茶請
けとしてもおすすめです。

三輪素麺 鳥居帯

中 部 ・ 関 西

申込番号   KX 21-037
しそ梅（塩分約3％）400g／梅：和歌山県産

申込番号   KX 21-036
三輪素麺50g×18
小
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とらふぐ塩辛
1匹のとらふぐからわずかしかとれない希少な薄
皮を塩辛風に味付けしました。お酒のおつまみ、
あつあつご飯のお供に好適です。

全国の名産品をお届け

申込番号   KX 21-038
とらふぐ塩辛60g×2
※冷凍便にてお届け。
小 乳
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コシのある麺と、旨みが
濃厚でコクのある醤油
スープがよく合います。本
場、尾道の味をお楽しみ
ください。

山田養蜂場 有機はちみつ詰合せ
おだやかな香りと上品な
甘みの「有機アカシアは
ちみつ」と、ほのかな酸
味とさっぱりした甘みの
「有機百花はちみつ」の2
種類をお届けします。

尾道ラーメン

中 国

申込番号   KX 21-040
有機アカシアはちみつ・有機百花はちみつ各200g
※はちみつは1歳未満の乳児には与えないでください。

申込番号   KX 21-039
（生麺120g×2、スープ48g×2）×5／賞味期間は常温で30日
※パッケージが変更になる場合がございます。予めご了承ください。
小 え
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デリシャエール 阿波尾鶏ひとくちチキン柚子胡椒風味
徳島県のブランド鶏「阿波尾鶏」のムネ肉をひとく
ちサイズにカットして、さわやかな香りの柚子胡椒
を効かせ、低温でやわらかく仕上げました。

全国の名産品をお届け

申込番号   KX 21-041
阿波尾鶏ひとくちチキン柚子胡椒風味120g×3／賞
味期間は冷凍で30日
※冷凍便にてお届け。
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弾力のある麺質を引き出
すため、麺の生地を2段
階に分けて長時間寝か
せました。手間暇かけて
できあがったコシのある
麺をお楽しみください。

日本の極み はっさく＆甘夏缶詰セット
甘酸っぱさと独特の苦み
が特徴の甘夏と、上品な
甘みとさわやかな酸味が
特徴のはっさくを、砂糖
漬けにしました。

讃
さ ん し ゅ う な か の ご お り

州中郡讃岐うどん

四 国

申込番号   KX 21-043
はっさく295g（固形量170g）×3、甘夏295g（固形量170g）×2

申込番号   KX 21-042
半生うどん100g×8、つゆ200ml
小
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杉谷本舗 カステラ詰合せ
原料を吟味し、独自の技術で焼きあげた「長崎
街道カステラ」。蜂蜜、抹茶、青梅と3つの味を
楽しめます。ショコラ味も一緒にご賞味ください。

全国の名産品をお届け

申込番号   KX 21-044
長崎街道カステラ（蜂蜜風味・抹茶風味・青梅風味）
各185g（5切）、プレミアムショコラ190g（5切）／賞
味期間は常温で30日
小 卵 乳
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博多とんこつカレーセット
とんこつスープをベースに、独自のカレースパイス
でお肉をじっくり煮込んで作った、濃厚で繊細な
味わいのビーフカレーとポークカレーです。

九州

申込番号   KX 21-045
博多とんこつビーフカレー・博多とんこつポークカ
レー各180g×2
小 乳 落
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島原手延黒ごまそうめん
島原伝承の手延べそうめんに粗挽きした黒ごまを
練り込んだ、一見そばのような見た目のそうめん
です。小麦と黒ごまの風味がクセになります。

全国の名産品をお届け

申込番号   KX 21-047
島原手延黒ごまそうめん50g×24
小
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博多ラーメンセット
麺はプチッと歯切れのよ
い極細ストレート麺。スー
プはコクと旨みが凝縮さ
れたとんこつスープ。博多
ラーメン定番の味です。

熊本県産 くまさんの輝き
熊本県農業研究センター
が15年の歳月をかけて
育成した熊本県の新しい
オリジナル品種。炊きあ
がりにつやがあり、粘り
が強いのが特徴です。

九 州

申込番号   KX 21-046
くまさんの輝き2kg／熊本県産

申込番号   KX 21-048
半生麺100g×12、とんこつスープ31.5g×6、とんこつ味噌スープ40g×
6、紅しょうが・ごま×各12袋
小
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寒シマメしゃきしゃき漬け
獲れたてのするめいか（寒シマメ）を、CAS凍結
で鮮度を保ったまま加工。エンペラ（耳について
いるヒレ）の部分とその周辺の上身を、皮付きの
ままカットし、特製の肝醤油に漬けました。

しまもの全国の名産品をお届け

申込番号   KX 21-049
寒シマメしゃきしゃき漬け320g（80g×4）／するめい
か：島根県産
※冷凍便にてお届け。
小
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3
ご利用日当日、クーポン券または

ギフト券をご持参の上、お愉しみ下さい。
（※Reluxはクーポン券の持参不要）

1
お選びいただいたサービスの
クーポン券またはギフト券を

お届けします。
（約2週間程度でお届けします）

日常の慌ただしさを、しばし忘れて、非日常の空間と時間を楽しむ―
日頃からお客さまにご好評いただいている、KDDIグループ会社のサービスを体験型商品としてご用意しました。

お届け
約2週間 クーポン券

ギフト券

2
クーポン券またはギフト券に同封する

ご利用案内をご参照の上、
ご予約をお願いします。

ご利用案内を
参照の上ご予約

クーポン券
ギフト券

KDDIグループ提供サービス
〈体験型商品〉

［体験型商品ご利用の流れ］

当日ご持参
（Relux除く）クーポン券

ギフト券

お届け ご予約 ご利用

41※クーポン券・ギフト券はお届け希望日の指定ができません。



宿のプロフェッショナルが「未体験」に出会える
宿泊施設を厳選してご紹介。

会員ステータスに応じて最大6%のポイントを還元。
たまったポイントは1ポイント=1円分として、次回
の宿泊予約時に割引としてご利用いただけます。

独自の基準から、宿泊施設を5つのグレードに
分けてご紹介。旅の目的や宿泊スタイルにぴった
りのご提案を実現します。

au ID 連携をすれば、通常還元されるRelux ポイ
ントに加えて Ponta ポイントを 0.5% 分還元！

R e l u x のサービス

Relux は、あなたがまだ知らないような特
別な体験をとどける宿泊予約サービスで
す。全国各地のホテル・旅館を泊まりある
いてきた宿のプロフェッショナルが「未体
験」に出会える宿泊施設を厳選してご紹

介します。これまでにない体験や発見を通
じて、新しい自分を見つけられる旅行を体
験してみませんか。あなたの人生がより豊
かになるよう、Relux がご提案いたします。

※クーポン券ご利用時、Reluxへの会員登録（無
料）、ログインが必要です。※ご利用方法・ご注意
事項につきましては、クーポン券裏面に記載のご利
用案内をご参照ください。申込番号   KX 21-050

内容／ Reluxクーポン券（4,000円分）　Webサイト ／ https://rlx.jp/
※有効期限は約6カ月間となります。※ご利用時はインターネットでの予約(電話非対応)及び
クーポンコードの入力が必要です。

Reluxクーポン券（4,000円分）

（株式会社 Loco Partners）

〈ホテル・旅館 予約サイト〉 Reluxの
詳細は
こちら

特別な体験をとどけるホテル・旅館の宿泊予約サービス
数量限定
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未来を生きぬく力を育むこどもが主役の街

キッザニア東京/甲子園ギフト券（4,000円分）
〈こどもの職業社会体験施設〉

キッザニアの
詳細はこちら

申込番号   KX 21-051
内容／キッザニアギフト券（500円×8枚セット）　ギフト券でご利用可能なもの（キッザニア東
京またはキッザニア甲子園の入場料金のお支払い・施設内にある飲食店でのお支払い・フォト
サービスの写真購入・ナショナルストアの商品購入）※一部商品でご利用いただけない場合がご
ざいます。※つり銭が出ませんので、ご注意ください。 
Webサイト ／ https://www.kidzania.jp/　※有効期限は発行日から6カ月間となります。
※ご利用方法・ご注意事項につきましては、施設の公式WEBサイトまたはギフト券に同封され
るご利用案内をご参照ください。※お子さまは3歳よりご利用いただけます。

KDDIのパビリオン（通信エリア設計士の体験）が昨年11月にオープン

数量限定

キッザニア東京・甲子園の入場料や施設
内でのお買い物に使えるギフト券です。キッ
ザニアは、こども達があこがれの仕事にチャ
レンジし、楽しみながら社会のしくみを学
ぶことができる「こどもが主役の街」。

実在の企業がスポンサーとなり、体験でき
る仕事やサービスは約 100種類！お子さま
の入学・進級祝いや誕生日プレゼントな
ど、贈り物にもおすすめです。
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au　PAY マーケット 検索au PAY マーケットは、KDDIが運営する総合通販サイトです。本誌「株主優待カタログギフト」
に掲載しているグルメ商品は、「au PAY マーケット」でお求めいただくこともできます。



沖縄CLIPマルシェでは、厳選された沖縄の特産品を多数取り揃えております。
沖縄のおいしいものをご自宅でお楽しみください。

〈沖縄CLIPマルシェのうれしいポイント〉

❶産地直送　
産地よりご自宅へお届け!

❷決済方法　
お客さまにあった
お支払方法をご用意!

❸ポイント　
オリジナルポイントが
たまる！つかえる！

詳しくは「沖縄CLIPマルシェ」で検索



〈個人情報の取扱いについて〉
商品の申し込みの際にお客さまよりいただきました個人情報につきましては、商品発送及び贈り主さまへの発送報告など
の、弊社の業務以外の目的で使用することはございません。 またその情報は一定期間厳重に保管・管理し、その後安
全に廃棄いたします。 商品の梱包配送やデータ入力、及び産地直送・メーカー直送で業務委託を行う場合がありま
すが、個人情報保護契約を締結した適切な業者に委託し、適切な管理を行います。 第三者に情報を提供・譲渡する
ことはございません。 開示・訂正・抹消をご希望の場合はフリーコールまでご連絡をお願いいたします。

0800-700-8886

〈お問い合わせ〉

沖縄セルラー電話株式会社 株主優待事務局
（リンベル株式会社内）

受付時間：午前10時〜午後5時




