
株主のみなさまへ

お問合せ先　076-266-2740　　受付時間　9：00～17：45（土曜・日曜・祝日除く）

お申込み期限　令和2年７月２０日（月）消印有効

拝啓　平素は格別のご支援、ご高配を賜り厚く御礼を申し上げます。
　さて、当社では、株主のみなさまの日頃のご支援にお応えするため、ささやかではございますが保有株数
に応じ「金沢の特産品」等を贈呈させていただきます。食の宝庫「石川・金沢」を代表する特産品等を厳選
いたしましたカタログより、ご希望の品をお選びいただき、同封の「株主優待品申込はがき」にて、お申し込み
いただきますようお願い申し上げます。
　今後とも、株主のみなさまをはじめ、あらゆるステークホルダーの方々のご期待にお応えできるよう、社業
の発展、企業価値の向上に努めてまいりますので、一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

株 主 優 待 の ご 案 内



A B

DC E

能登牛ロース・
肩ロースしゃぶしゃぶ肉

菊姫 黒吟

能登半島天然鰤づくし
（杉野屋与作）

加能ガニ・香箱ガニ
（生茹で）詰合せ（ヤマカ水産）

寿司共通お食事券

常温

冷蔵

冷蔵

加能ガニは石川県沖でとれた、たっぷりとした身肉と
かに味噌が美味しいズワイガニ
（青色のタグがつけられていま
す）。香箱ガニとはズワイガニの
雌のこと。小さなカニですが、身
は甘く内子・外子が美味。

●加能ガニ 約500ｇ×1杯　●香箱ガニ 約180ｇ×2杯
●賞味期限：3日
※お届け時期：11月中旬以降

石川県内すし組合加盟の約
90店舗をはじめ、全国のす
し組合加盟店にて、ご利用
いただけます。

●500円券×30枚
※ご利用可能店は、すし組合HPをご確認ください。
※おつりはでません。
※お届け時期：８月下旬以降

鰤しゃぶ鍋はポン酢でさっ
ぱりと、炙ったタタキは香ば
しく、白醤油ベースだれに漬
け込んだ海鮮丼の具と共に
おいしくいただけます。
●鰤しゃぶセット　1セット
　ぶりしゃぶ用切り身150ｇ×４　冷凍うどん180ｇ×2　薄切り餅200ｇ×1
●天然ぶりタタキ　１パック
●海鮮丼の具　4パック
●賞味期限：冷凍30日　※お届け時期：8月下旬以降

メロンやバナナを連想する甘やかな
芳香とカラメルや黒糖を連想する香
ばしい風味が見事に調和した、きめ
細やかでまろやかな旨味を持つお酒
です。

●720㎖×1本
※お届け時期：８月下旬以降

きめ細かい肉質、とろける
ような食感の能登牛の魅力
をしゃぶしゃぶでお楽しみく
ださい。

●能登牛ロース・肩ロース
　しゃぶしゃぶ肉 900ｇ
●消費期限：4日　　　　　　　　　　　　※お届け時期：８月下旬以降
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とり野菜みそセット
（まつや）

もろみの雫セット
（直源醤油）

金かすてら（金魚）
（まめや金澤萬久）

ごりの佃煮
（大畑の佃煮）

金沢カレーパック
（チャンピオンカレー）

常温 常温

常温常温 常温

新鮮な「鮴（ごり）」を金沢の
大野醤油でじっくりと炊き
上げました。金沢の食味を
語るに欠かすことのできな
い、美味しいご飯のおとも
です。
●25g×6袋
●賞味期限：60日
※お届け時期：８月下旬以降

チャンカレの愛称で親しまれて
いる元祖金沢カレー。濃厚で
こってりとした金沢カレーは、
一度食べたら忘れられない味
です。

●中辛 4パック
●賞味期限：24ヶ月　
※お届け時期：８月下旬以降

金沢ならではの金箔を
贅沢に使用し、更に金魚
のカットを施した遊び心
あふれるカステラです。

●1本（3カット入）
●賞味期限：14日
※お届け時期：８月下旬以降

能登杉の木桶で仕込んだ昔懐かし
いコクと香りが自慢の丸大豆醤油、
米糀と合わせた旨みが詰まった醤
油糀、生姜を合わせた風味豊かな
生姜醤油のセット。

●もろみの雫・醤油糀・生姜醤油　120ｍｌ 各1本
●賞味期限：12ヶ月　　　　　　　　　　　　※お届け時期：８月下旬以降

まつやの味を堪能できると
り野菜みそセット。いろいろ
な食材と相性がよく、味わ
い深い風味とコクが、鍋の
おいしさを引き立てます。
●とり野菜みそ 200g×2袋
●担々ごまとり野菜みそ 200g×1袋
●とり野菜みそ酢みそ 200g×1袋
●賞味期限：6ヶ月

5 0 0株～
2 , 4 9 9株

5,000株～9,999株／10,000株以上

1 0 , 0 0 0株～

※お届け時期：８月下旬以降

冷凍
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能登牛・能登豚
みそ漬セット

鰤みそ漬
（日本料理 銭屋）

烏骨鶏かすていら・
バームクーヘンセット（烏鶏庵）

いしる干し詰合せ
（ヤマカ水産）

宝の麩詰合せ１６ヶ入
（不室屋）

常温
常温

日本海でとれた魚を、能登
伝統の魚醤油「いしる」を使
用し一夜干しにしました。魚
の旨味を増幅させる「いし
る干し」をご賞味ください。

●いか・あじ・かれい・ほっけ・かます各２枚
●賞味期限：30日　　　　　　　　　　　　※お届け時期：８月下旬以降

美味しさと遊び心をふやき
の中に詰め込みました。お
湯を注ぐと旬の香りと加賀
の優しい色彩が広がる本格
的なお吸いものです。
●おすまし10個、おすまし五色汁3個、
みそ五色汁3個

●賞味期限：90日
※お届け時期：８月下旬以降

「烏骨鶏」の卵を使用した濃
厚な味わいが際立つカステ
ラとバームクーヘンの詰め
合せです。

●かすていら（プレーン）×10個
●バームクーヘン×8個
●賞味期限：製造日から30日
※お届け時期：８月下旬以降

出世魚として名高い「ぶり」を、熟練
した板前が一切れ一切れ丁寧にさ
ばいて特注味噌に漬けた、先代から
続く銭屋の定番人気商品です。

●ぶり 90ｇ×5切
●賞味期限：発送日を含む7日
※お届け時期：11月中旬以降

郷土の自慢の食材、能登牛と能登
豚を味噌の風味と共にお楽しみく
ださい。

●能登牛モモカタ 80ｇ×3枚
●能登豚ロース 90ｇ×3枚
●賞味期限：14日
※お届け時期：８月下旬以降

2 , 5 0 0株～
4 , 9 9 9株

500株～2,499株／2,500株～4,999株

冷蔵 冷蔵

冷凍
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能登牛ロース・
肩ロースすきやき肉

ルビーロマン
（堀他）

香箱ガニ（生茹で）
（ヤマカ水産）

のど黒一夜干し
（ヤマカ水産）

のと米こしひかり
鳥越の米こしひかり（カナカン）

常温

北陸を代表する高級魚のど
黒を一夜干しにしました。濃
厚な脂と上品な甘みを存分
にお楽しみください。

●のど黒一夜干し×5枚
●賞味期限：30日
※お届け時期：８月下旬以降

気温・降水も程よく、湧き水や霊水にも恵まれた温和な
風土で収穫されたのと米と、晩植田植えにオール有機
肥料を使用するなど、お米のお
いしさを追求した旧鳥越村最奥
地で収穫されたお米です。

●のと米こしひかり 10ｋｇ
●鳥越の米こしひかり 10ｋｇ
※お届け時期：10月中旬以降

香箱ガニとはズワイガニの雌のこ
と。小さなカニですが、身は甘く
内子・外子が美味。茹でてありま
すのですぐにお召上がりいただけ
ます。
●香箱ガニ×4杯
●賞味期限：3日
※お届け時期：11月中旬以降

粒の大きさは、赤系ぶどうとしては、
国内最大級を誇り、検査に合格した
房だけが「ルビーロマン」として出荷
されます。ジューシーでさわや
かな食後感が口いっぱいに広
がります。
●約500g以上×1房（1箱）
※お届け時期：８月下旬以降

美しい自然と豊かな風土
で育てられた能登牛。やわ
らかさ、旨味を感じる部位
をすきやき用にスライスし
ました。
●能登牛ロース・肩ロース
　すきやき肉 520ｇ
●賞味期限：4日　　　　　　　　　　　　※お届け時期：８月下旬以降

5 , 0 0 0株～
9 , 9 9 9株

常温

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷凍




