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株主の皆さまにおかれましては日頃より温かいご支援を賜り、誠にあ
りがとうございます。
また、この度の熊本地震で被害にあわれました皆さまには、謹んでお
見舞い申し上げますとともに、一日も早い被災地の復興を心よりお祈り
申し上げます。
当社は、1948年の創業以来、サスペンションを主体とする自動車部
品メーカーとして日々研鑚を積み、自動車メーカー各社から信頼を得
てまいりました。また「サスペンションシステムを通じて新たな価値を生
み出し、“ヨロズブランドを世界に”」の企業ビジョンのもと、昨年発表い
たしました新中期経営計画「Yorozu Spiral-up Plan 2017」を必達する
ために、引き続き全社総力をあげて取り組んでまいります。
さて、今回ご案内する株主優待では弊社および国内の子会社所在
地域の名産品および熊本地震からの復興支援といたしまして、熊本県
に関する商品を取り揃えました。
株主優待を通じて、当社に関するご理解を深めていただけましたら

幸いです。
今後とも鋭意社業の発展に努めてまいりますので、尚一層のご支

援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

平成28年3月31日時点の株主名簿に記載された100株以上保
有の株主さまは、保有株式数および保有年数に応じて、お好きな
商品を1点ご選択いただけます。

保有株式数

01 株主の皆さまへ
02 株主優待のご案内、お申し込み期限とお届け時期
03 お申し込み方法
05 優待品カタログ 1,000円相当
07 優待品カタログ 2,000円相当
09 優待品カタログ 3,000円相当
11 優待品カタログ 4,000円相当
13 優待品カタログ 5,000円相当

株式会社ヨロズ

志藤 昭彦

株主の皆さまへ
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お申し込み期限とお届け時期

第一回目締切り

平成28年6月30日までのはがき到着分
平成28年7月下旬頃 お届け

平成28年7月31日までのはがき到着分
平成28年8月下旬頃 お届け

第二回目締切り

平成28年8月31日までのはがき到着分
平成28年9月下旬頃 お届け

最終締切り

※平成28年9月1日以降のお申し込みは無効となりますので、ご注意ください。

※保有期間は、株主さまとして当社株主名簿に記録された日から同一株主番号で継続して当社株式を保有して
いる期間をいいます。当社株式をすべて売却した後に再度当社株式を購入した場合は継続保有となりません。

※貸株サービス等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ることがございますのでご
注意ください。

代表取締役会長

佐藤 和己代表取締役社長
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● お申し込み後の取り消し、および変更、締切りを過ぎてのお申し込みは、お受けできません。
● 株主優待事務局の開設期間終了後は、優待品の未到着、損傷等のお問い合わせもお受けで
きません。（お問い合わせは、平成28年9月30日まで）

● 優待品のお届け日時指定・のし指定はできません。
● 冷蔵・冷凍の商品については離島などの一部地域にはお届けできません。その場合、こちらか
らご連絡させていただきます。

● いただきました個人情報は、当社個人情報保護方針に則り、適切に管理し使用させていただ
きます。

株主優待通知書に記載の保有株式数
と保有期間をご確認ください。1 交換可能

優待商品確認

本冊子（5～14ページ）より、株主さまの
保有株式数および保有期間に応じた優
待品の中からお好きな優待品または寄
付を一つお選びいただき、申込専用はが
きに該当優待品番号をご記入ください。

4月14日以降に発生した熊本県を震源とする地
震により、同県は大きな被害を受けました。
被災されました皆さまに謹んでお見舞い申し上
げますとともに、一日も早い被災地の復興を心よ
りお祈り申し上げます。

今年度の株主優待では熊本県を応援するご当地商品
をご用意いたしました。

2 優待品選択

優待品お届けのために必要となる、株
主さまの情報、お届け先情報をご記入
ください。

3 はがき記入

お手数ですが、株主優待通知書裏面の
アンケートにもご回答いただきますよう
お願い申し上げます。（今後の経営、株
主施策の参考とさせていただきます）

4 アンケート回答

申込専用はがきに個人情報保護シール
を貼付し、平成28年8月31日必着となる
ようにご投函ください。

5 はがき投函

申込専用はがき 記入例　※赤字の部分がご記入例です。

お申し込み方法

平成28年熊本地震に関しまして

平成　　　 年　　　月　　　日

00 　　 0000 　　0000－　　　　－

カブヌシ タロウ

○○ ○○

000  -  0000

株主 太郎

東京都○○区○○△ー△ー△

     0000　　000000
カブヌシ ハナコ

000       0000

株主 花子
東京

○○区○○□ー□ー□

2,000 円相当

申込専用はがき

お名前

お電話番号

お電話番号

株主様
ご住所

ご年齢　（　　   歳） 性別　　（　男  ・  女　）

フリガナ

お名前
お届け先
ご住所

フリガナ

〒　　　　－

〒

都道府県

株主様ご本人の情報 ※必ずご記入ください

お届け先 上記の株主様ご住所以外にお届けの場合は必ずご記入ください。

▼今後の参考にさせていただきますので、よろしければご記入ください。

ご希望の優待商品番号

交換可能優待商品

2 2 0 0
※交換可能優待商品をご確認
のうえ同封の「株主優待のご
案内」をご覧いただき、ご希
望の優待品を1点お選びくだ
さい。

ご注意

45

熟成乾燥 熊本ラーメン
5食（くまモンロゴ入り）1,000

円相当

熊本県産
ひのひかり2kｇ2,000

円相当

堀内製油 古式圧搾
一番搾り油詰合せ3,000

円相当

熊本和牛あか牛
ハンバーグセット4,000

円相当

熊本
マスクメロン5,000

円相当

●商品：とんこつ（麺80ｇ×1・スープ付）×5
●加工地：日本【小麦・卵・乳】
※乾麺です。

●商品：2kｇ×1●原産地：熊本県
※農作物については商品の特性上、賞味期間を表示しておりません。
※天候不順等により、やむを得ず産地の変更やご注文の受付中止、
商品の変更をさせていただく場合がございます。

●商品：綿実油250ｇ・金ごま油250ｇ・地あぶら250ｇ各1
●加工地：日本
※シーズン途中で内容・パッケージ・加工地等が変更になる場合が
ございます。

●商品：120ｇ×8●賞味期間：要冷凍で25日
間
●加工地：熊本県【小麦】●配送形態：冷凍

●商品：1.3kｇ×2玉●原産地：熊本県
※果物類については商品の特性上、賞味期間を表示しておりません。ま
た、色・形に差があります。 ※天候不順等により、やむを得ず産地の変更
やご注文の受付中止、商品の変更をさせていただく場合がございます。

28
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大麦ダクワーズ

M.M.C 横濱珈琲物語
ドリップコーヒー

なごやきしめん亭
名古屋味あわせ

柚子胡椒
２点セット

QUOカード
1,000円分

特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム

0605

●商品：35ｇ×12個
●賞味期間：常温で55日間
●加工地：日本

●商品：8個
●賞味期間：常温で25日間
●加工地：日本【卵・乳】

東日本大震災発生から5年が経ち、それぞれの
被災者の方の状況によって、支援のニーズが多
様化しています。また、被災者の方 ご々自身によ
る復興への取り組みを、地道に支えることが必
要です。ジャパン・プラットフォームではご寄付を
活用し、NPOによるきめの細かい復興支援活動
を継続してまいります。

1,000円相当

●商品：とんこつ（麺80ｇ×1・スープ付）×5
●加工地：日本【小麦・卵・乳】
※乾麺です。

さくらんぼきらら 熟成乾燥　熊本ラーメン5食
（くまモンロゴ入り）

申込期限 平成28年8月31日必着 2101 2108

優待商品番号

2101

優待商品番号

2102

優待商品番号

2103

優待商品番号

2104

優待商品番号

2105

優待商品番号

2106

優待商品番号

2107

優待商品番号

2108

QUOカードは全国の身近なお店でご利用いた
だけるプリペイドカードです。
※コンビニエンスストア、書店、ドラッグストア、ファミリー
レストラン等、全国約56,000店。

©SAVE TAKATA

●商品：柚子こしょう60ｇ・
粒柚子胡椒60ｇ各1
●賞味期間：常温で55日間
●加工地：日本

●商品：きしめん200ｇ(100ｇ×2袋)・めんつゆ付・うど
ん200ｇ(100ｇ×2袋)・あじみそ付 ●賞味期間：常温で
75日間 ●加工地：日本【小麦】
※半生麺です。※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。

●商品：クラシックブレンド（8ｇ×4）・シティブレンド（8ｇ×
4）・トラディショナルブレンド（8ｇ×4）各1●生豆生産国：
ブラジル・コロンビア・ペルー他
※シーズン途中で内容・パッ
ケージ・原産地・加工地等が
変更になる場合がございます。

※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。

熊本県
復興支援
商品

大分県大分県

神奈川県神奈川県

栃木県栃木県

山形県山形県

愛知県愛知県
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●商品：2kｇ×1●原産地：熊本県
※農作物については商品の特性上、賞味期間を表示しておりません。 ※天候不順等
により、やむを得ず産地の変更やご注文の受付中止、商品の変更をさせていただく
場合がございます。

宇都宮発
雷オヤジの餃子

よこすか
海軍カレー

なごやきしめん亭
ふるさと麺詰合せ

キヘイカフェ　懐かしの味
ドリップバッグコーヒー

QUOカード
2,000円分

0807

QUOカードは全国の身近なお店でご利用いた
だけるプリペイドカードです。
※コンビニエンスストア、書店、ドラッグストア、ファミリー
レストラン等、全国約56,000店。

たかはた果樹園
国産ジュースセット 熊本県産ひのひかり2kｇ

2,000円相当
優待商品番号

2209

優待商品番号

2210

優待商品番号

2211

優待商品番号

2212

優待商品番号

2213

優待商品番号

2214

優待商品番号

2215

優待商品番号

2216

申込期限 平成28年8月31日必着 2209 2216

特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム

東日本大震災発生から5年が経ち、それぞれの
被災者の方の状況によって、支援のニーズが多
様化しています。また、被災者の方 ご々自身によ
る復興への取り組みを、地道に支えることが必
要です。ジャパン・プラットフォームではご寄付を
活用し、NPOによるきめの細かい復興支援活動
を継続してまいります。

©SAVE TAKATA

●商品：クラシカル レッド７ｇ・クラシカ
ル ブラック７ｇ各10
●生豆生産国：クラシカル レッド／ブ
ラジル・ホンジュラス他、クラシカル ブ
ラック／ブラジル・ベトナム他
※シーズン途中で内容・パッケージ・原産地・
加工地等が変更になる場合がございます。

●商品：36個・たれ付
●賞味期間：要冷凍で25日間
●加工地：日本【小麦・乳】
●配送形態：冷凍

●商品：180ｇ×4
●加工地：日本【小麦・卵・乳】
※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。

●商品：うどん660ｇ(220ｇ×3袋)・きしめ
ん200ｇ(100ｇ×2袋)・めんつゆ付
●加工地：日本
※乾麺です。
※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。

●商品：ぶどう500ml・白桃500ml各1
●加工地：日本
※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。

※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。

熊本県
復興支援
商品

大分県大分県

神奈川県神奈川県

栃木県栃木県

山形県山形県

愛知県愛知県

※写真はイメージです。※写真はイメージです。
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大倉陶園　金・銀
銘々皿ペアセット

鶏三和　名古屋コーチン
燻しどりセット

大分産どんこ椎茸

QUOカード
3,000円分

1009

●商品：醤油(麺80ｇ×1・スープ付)・
味噌(麺80ｇ×1・スープ付)各6
●加工地：日本 (店主監修)【小麦・卵】
※乾麺です。

●商品：銘々皿（約径15×高さ2.2cm）×2
●材質：磁器●日本製

※商品の性質上、色彩・柄・形状等が
　多少異なる場合がございます。

●商品：80ｇ
●原産地：大分県
※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。

QUOカードは全国の身近なお店でご利用いた
だけるプリペイドカードです。
※コンビニエンスストア、書店、ドラッグストア、ファミリー
レストラン等、全国約56,000店。

3,000円相当

※写真はイメージです。

米沢ラーメン
 「三男坊」12食

堀内製油 古式圧搾
一番搾り油詰合せ

優待商品番号

2317

優待商品番号

2319

優待商品番号

2320

金谷ホテルベーカリー
パンセット

優待商品番号

2318

優待商品番号

2321

優待商品番号

2322

優待商品番号

2323

優待商品番号

2324

申込期限 平成28年8月31日必着 2317 2324

特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム

東日本大震災発生から5年が経ち、それぞれの
被災者の方の状況によって、支援のニーズが多
様化しています。また、被災者の方 ご々自身によ
る復興への取り組みを、地道に支えることが必
要です。ジャパン・プラットフォームではご寄付を
活用し、NPOによるきめの細かい復興支援活動
を継続してまいります。

●商品：ロイヤルブレッド約630ｇ・チーズロード約430ｇ・
抹茶大納言約480ｇ・金谷ホテルマーガリン200ｇ各1
●賞味期間：要冷凍で10日間
●加工地：日本【小麦・乳・卵】
●配送形態：冷凍

©SAVE TAKATA

●商品：綿実油250ｇ・金ごま油250ｇ・地あぶら250ｇ各1 ●加工地：日本
※シーズン途中で内容・パッケージ・加工地等が変更になる場合がございます。

●商品：燻しどりむね90ｇ×2・燻しどりささみ55ｇ×1
●賞味期間：要冷蔵で20日間
●加工地：日本 【小麦・乳】
※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。

食器洗浄機使用不可

※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。

熊本県
復興支援
商品

大分県大分県

神奈川県神奈川県

栃木県栃木県

山形県山形県

愛知県愛知県

※写真はイメージです。※写真はイメージです。
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千本松牧場
アイスクリームセット

相模豚
焼肉用

セラミックジャパン
遊器 酒器セット

豊後水道一夜干し

QUOカード
4,000円分

1211

●商品：4kｇ（2kｇ×2）
●原産地：山形県
※農作物については商品の特性上、賞味期
限を表示しておりません。

※天候不順等により、やむを得ず産地の変更
やご注文の受付中止、商品の変更をさせて
いただく場合がございます。

●商品：ロース300ｇ・バラ200ｇ
●賞味期間：要冷凍で25日間
●原産地：神奈川県
●配送形態：冷凍

●商品：徳利（約9.5×9×高さ11cm･400ml）
×1･盃（約5×4.6×高さ4.7cm･65ml）×2 
●材質：磁器 ●日本製
※商品の性質上、色彩・柄・形状等が多少異なる
　場合がございます。

QUOカードは全国の身近なお店でご利用いた
だけるプリペイドカードです。
※コンビニエンスストア、書店、ドラッグストア、ファミリー
レストラン等、全国約56,000店。

山形県産特別栽培米
ミルキークイーン4kｇ

熊本和牛
あか牛ハンバーグセット

4,000円相当
優待商品番号

2425

優待商品番号

2426

優待商品番号

2427

優待商品番号

2428

優待商品番号

2429

優待商品番号

2430

優待商品番号

2431

優待商品番号

2432

申込期限 平成28年8月31日必着 2425 2432

特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム 

東日本大震災発生から5年が経ち、それぞれの
被災者の方の状況によって、支援のニーズが多
様化しています。また、被災者の方 ご々自身によ
る復興への取り組みを、地道に支えることが必
要です。ジャパン・プラットフォームではご寄付を
活用し、NPOによるきめの細かい復興支援活動
を継続してまいります。

●商品：かます90ｇ・真あじ90ｇ各2・さば250ｇ・
れんこ鯛150ｇ各1・うるめ丸干し×1串
●賞味期間：要冷凍で25日間
●原産地：大分県
●加工地：日本
●配送形態：冷凍

●商品：バニラ110ml・チョコレート110ml・ミルクコー
ヒー110ml・ミルク110ml各3・ロイヤルミルクティー
110ml×1
●加工地：栃木県【卵・乳】
●配送形態：冷凍

©SAVE TAKATA

●商品：120ｇ×8●賞味期間：要冷凍で25日間
●加工地：熊本県【小麦】●配送形態：冷凍
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ペアコーヒーセット

銚子屋
羽衣甘味詰合せ

湯布院長寿畑 サラダ油の
はいっちょらんドレッシング

QUOカード
5,000円分

1413

●商品：ミックス(モモ・肩・バラ)350ｇ
●賞味期間：要冷凍で25日間
●原産地：山形県
●配送形態：冷凍

●商品：あんみつ・豆寒天各4・とろり冷しあずき×2
●賞味期間：常温で75日間
●加工地：日本
※シーズン途中でパッケージ等が
変更になる場合がございます。

QUOカードは全国の身近なお店でご利用いた
だけるプリペイドカードです。
※コンビニエンスストア、書店、ドラッグストア、ファミリー
レストラン等、全国約56,000店。

熊本　マスクメロン

5,000円相当
米沢牛 すき焼用

一愼
うなぎのひつまぶし

優待商品番号

2533

優待商品番号

2534

優待商品番号

2535

優待商品番号

2536

優待商品番号

2537

優待商品番号

2538

優待商品番号

2539

優待商品番号

2540

申込期限 平成28年8月31日必着 2533 2540

特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム

東日本大震災発生から5年が経ち、それぞれの
被災者の方の状況によって、支援のニーズが多
様化しています。また、被災者の方 ご々自身によ
る復興への取り組みを、地道に支えることが必
要です。ジャパン・プラットフォームではご寄付を
活用し、NPOによるきめの細かい復興支援活動
を継続してまいります。

©SAVE TAKATA

●商品：1.3kｇ×2玉●原産地：熊本県
※果物類については商品の特性上、賞味期間を表示しておりません。また、色・形に差があります。 ※天候不順等に
より、やむを得ず産地の変更やご注文の受付中止、商品の変更をさせていただく場合がございます。

●商品：おおいた産大葉のドレッシング180ml・
ハーブソルト115ｇ・ハーブ味塩胡椒105ｇ・お
おいた産かぼすと椎茸のドレッシング180ml・
ごまのドレッシング310ml・かぼすのドレッシン
グ310ml・ゆずのドレッシング310ml・二十穀
米280ｇ各1●加工地：大分県【小麦・そば】
※シーズン途中で内容・パッケージ・原産地・加工地等
が変更になる場合がございます。

●商品：カップ(約口径10.5×高さ7.5cm・160ml)・
ソーサー(約径15×高さ1.5cm)各2
●材質：陶器(益子焼)●日本製

※商品の性質上、色彩・柄・形状等が多少異なる
場合がございます。

食器洗浄機使用不可

※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：刻みうなぎ50ｇ×4・吸い地（だし）・刻みのり・わさ
び・蒲焼たれ付●賞味期間：要冷凍で55日間●加工地：
日本（うなぎ／国内産）【小麦】●配送形態：冷凍
※シーズン途中で内容・
パッケージ・原産地・加工地
等が変更になる場合がござ
います。

※写真はイメージです。
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