
申込期限は2022年8月31日（消印有効）です。

〒222-8560 神奈川県横浜市港北区樽町 3-7-60
http://www.yorozu-corp.co.jp/

東証プライム（証券コード：7294）

株主優待専用ダイヤル 0120-524-147
［受付時間］10:00～17:00［但し、土日祝日を除く］（2022 年 9月 30 日まで）

２０２2年度
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株 主 優 待 の ご 案 内

※保有期間は、皆さまが当社株主名簿に記載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。
※貸株サービスなど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。

保有期間

保有株式数 1 年未満 1 年以上 3 年未満 3 年以上

100 株以上
1,000 株未満

1,000 株以上
10,000 株未満

10,000 株以上

1,000円相当の商品
またはQUOカード

05 ページへ

2,000円相当の商品
またはQUOカード

07 ページへ

3,000円相当の商品
またはQUOカード

09 ページへ

2,000円相当の商品
またはQUOカード

07 ページへ

3,000円相当の商品
またはQUOカード

09 ページへ

4,000円相当の商品
またはQUOカード

11 ページへ

3,000円相当の商品
またはQUOカード

09 ページへ

4,000円相当の商品
またはQUOカード

11 ページへ

5,000円相当の商品
またはQUOカード

13 ページへ

ご 挨 拶

　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。
　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。
　2021年 5月には、2021年度から2023年度にかけての新中期経営
計画「Yorozu Sustainability Plan 2023」（以下「新中期経営計画」といい
ます）を策定いたしました。今後は、新たな企業ビジョンである「サス
ペンションで Only1 の技術力によりお客様のニーズに応え、永続的
に発展を続ける 100 年企業を目指す」という新たな企業ビジョンの
もと、変化に強い健全経営を目指し、以下の三つの柱を掲げ、さらなる
企業価値の拡大を図ってまいります。1つ目は、人・社会・地球と一緒に
歩むべく「ESG」を意識した経営、2つ目は、生産台数に左右されにくい
企業体質への変革による「安定した収益」、最後にサスペンション部品
の競争力向上を図るための「新技術・工法」の確立に取り組んで
まいります。当社は、中長期的な観点に基づいた戦略により持続的な
成長とさらなる企業価値の向上を図るため、新中期経営計画を着実に
実行してまいります。
　さて、今回ご案内する株主優待は、当社および国内の子会社所在
地域の名産品と、昨年、自然災害に見舞われた静岡県の復興支援といた
しましての名産品、さらに持続可能な社会を目指すサステナブル関
連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、なお一層のご支援、
ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2022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
皆さまは、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。

目　次

01　　ご挨拶
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

お 申し 込 み 期 限 と お 届 け 時 期

2022年 8月31日消印有効のはがき到着分
2022年 9月下旬  お届け

2022年 6月30日消印有効のはがき到着分
2022年7月下旬  お届け

2022年7月31日消印有効のはがき到着分
2022年 8月下旬  お届け

株式会社ヨロズ

代表取締役社長 平中　勉

※商品番号0536の『マスクメロン』はお申し込み期限やお届け時期が異なります。詳しくは各商品掲載欄をご覧ください。

※2022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。
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お 申し 込 み 方 法

・お申し込み後の取り消し、および変更、締め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、2022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。

1 交換可能
優待商品確認

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。

優待品選択2

本冊子（5～14 ページ）より、皆さま
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。

アンケート回答4
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）

はがき記入3
優待品お届けのために必要となる、
皆さまの情報、お届け先情報をご記入
ください。

はがき投函5
申込専用はがきに個人情報保護シー
ルを貼付し、2022 年 8 月 31日消印有
効となるようにご投函ください。

ご 

注 

意

※赤字の部分がご記入例です。 
※酒類をお申し込みの方は申込専用はがきの年齢欄を忘れずにご記入ください。

申込専用はがき  記入例

今年度の株主優待では昨年自然災害に見舞われた
静岡県へ支援の想いを込めた商品をご用意いたし
ました。

株主  太郎
カブヌシ     タロウ

2,000円相当

神奈川県横浜市○○△-△-△
000-0000

0 2 1 3
 ○○  ○○

000 0000 0000

45

株主  花子
カブヌシ     ハナコ

000
000-0000

0000 0000
東京

○○区○○□ー□ー□

4 5

サステナブルを切り口に環境に優しい商品をご用
意いたしました。

●170g
●賞味期間：常温にて180日
●サイコロ状に切った鰹の身を、醤油や砂糖を中心
にしたタレと一緒に焼津ならではの製法で時間を
かけてじっくりと炊き上げました。

1,000
円相当

「焼津  山政」浜角煮

●真あじ開き3枚（計180g）、かます開き1枚
（70 ～ 90g）、さんま開き1枚（80 ～ 100g）
●賞味期間：冷凍にて30日 ●配送形態：冷凍
●富士山からの湧水と沖縄の真塩を用いて作り
上げた、こだわりの干物詰め合わせです。

3,000
円相当

沼津「奥和」
無添加干物

●とろかつお刺身170g・とろびん長まぐろ刺身
140g 各3
●賞味期間：冷凍にて35日 ●配送形態：冷凍
●良質なエサを食べているので脂の乗りが良い、日
本の東沖で獲れたかつおとまぐろのお刺身です。

5,000
円相当

戻りかつお
まぐろ詰め合わせ

●2kg
●農薬・化学肥料を削減し、佐渡市基準によるト
キの餌場としての「生きものを育む農法」によ
り栽培されたコシヒカリです。

2,000
円相当

令和3年産 佐渡産
コシヒカリ特別栽培米 2kg

●8kg（2kg×4袋）
●しっかりとした食感と香り豊かな炊き上がりで、
コシヒカリという品種が本来持つ旨味をしっか
りと感じられる「生きものを育む農法」により
栽培されたお米です。

4,000
円相当

令和3年産 佐渡産
コシヒカリ特別栽培米 8kg

●白桃ミックス・メロンミックス 各125ml 各６、ラ フランスミックス・
巨峰ミックス・デコポンミックス、さくらんぼミックス 各125ml 各３
●賞味期間：常温にて540日 
●環境にやさしい紙容器カートカン使用。森林の育成
につながる国産の間伐材や端材を使用した容器です。

5,000
円相当

「カゴメ」野菜生活
国産プレミアム紙容器詰合せ



●720ml
●賞味期間：常温にて365日
●山形県産の米の旨味としっかりとした酸
味がほどよく調和し、辛口ながらもコク
のある味わいです。

●150g(約22枚）黒豆もち、寿巻、角醤油、
川波、ごま丹尺、青のり角 計６種　　　
●賞味期間：常温にて90日
●5名の職人が作る素朴で味わい深いおか
き6種の味が楽しめる詰め合わせです。

●10個
●賞味期間：常温にて60日
●練乳とはちみつを使用したしっとりした
生地で、栗甘露煮ペーストを練り込んだ 
特製モンブラン餡を包んだ、やさしく香
る栗の風味にこだわった一品です。

●5本入
●賞味期間：常温にて180日
●昆布専門店だからこそできる北海道産天
然真昆布の「出汁」と国産赤鶏を使用し
た煮手羽です。箸でほぐれるほど柔らか
く仕上げました。

1,000円相当 申込期限 2022年8月31日消印有効 01080101
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優待商品番号

0101

優待商品番号

0102

優待商品番号

0107
QUOカード
1,000円分

優待商品番号

0106

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。

優待商品番号

0108

©Naobumi Chiba

※QUO カードの加盟店は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 60,000 店
　です。（2022 年 5月現在）

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。　

山形県

日本赤十字社は「苦しんでいる人を救いたい」という理念のもと、
世界最大のネットワークを持って活動する人道支援団体です。
寄付金は、国内外の災害時における被災地での医療救護やここ
ろのケア、救援物資の配布、医療チーム要員の養成、健康で安
全に暮らすための応急手当の知識や技術の普及等、命と健康を
守る活動のために役立てられています。世界中で苦しんでいる
人々を救うために、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。
※個々の受領証は発行できません。

日本赤十字社への寄付

●170g ●賞味期間：常温にて180日
●サイコロ状に切った鰹の身を、醤油や砂糖を中心にしたタレと一緒
に焼津ならではの製法で時間をかけてじっくりと炊き上げました。

優待商品番号

0103
「ありあけ」
ミルクハーバーモンブラン

優待商品番号

0104
「石昆」赤鶏の
うみぁーっ手羽 しょうゆ味

神奈川県

愛知県

米鶴 超辛純米酒

「もめんや」職人揃

「焼津  山政」浜角煮

静岡県
申込専用はがきの年齢欄を
忘れずにご記入ください。

栃木県

●プリン50g・ソース5g 各6
●賞味期間：常温にて90日
●料理の鉄人「坂井宏行」プロデュー
ス。ジャージー乳と地卵の卵黄を使
用したコクのあるなめらかな常温で
長期保存ができるプリンです。

優待商品番号

0105
大分県「菊家」坂井宏行の

鉄人ぷりん

※写真はイメージです。



●1個
●賞味期間：常温にて60日
●発酵バターの香りともっちりとし
た食感が特徴のバウムクーヘン。
一本一本手間をかけ丁寧に焼き上
げました。表面がゴツゴツした
ハードタイプです。

●400g×4
●賞味期間：常温にて365日
●小田原産さばで作ったごはんの
お供。「ネギ味噌」「ガーリック」
「山椒」「梅しそ」の4 種類のセッ
トです。

●半生きしめん100ｇ・めんつゆ25ｇ 各5、半生うど
ん100ｇ・あじみそ45ｇ 各4
●賞味期間：常温にて120日
●名古屋名物の「きしめん」と「味噌煮
込うどん」を詰め合わせました。めん
はもっちりとした半生麺です。

●65g
●賞味期間：常温にて365日
●クヌギ主体の原木栽培の大分産
肉厚どんこ椎茸です。

●2kg
●農薬・化学肥料を削減し、佐渡市基準によるトキの餌場としての「生
きものを育む農法」により栽培されたコシヒカリです。

2,000円相当 申込期限 2022年8月31日消印有効 02160209
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優待商品番号

0209

優待商品番号

0211

優待商品番号

0212

0213
優待商品番号

優待商品番号

0215
QUOカード
2,000円分

優待商品番号

0214

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。

優待商品番号

0216

山形県

栃木県

神奈川県

愛知県

大分県

©Naobumi Chiba

日本赤十字社は「苦しんでいる人を救いたい」という理念のもと、
世界最大のネットワークを持って活動する人道支援団体です。
寄付金は、国内外の災害時における被災地での医療救護やここ
ろのケア、救援物資の配布、医療チーム要員の養成、健康で安
全に暮らすための応急手当の知識や技術の普及等、命と健康を
守る活動のために役立てられています。世界中で苦しんでいる
人々を救うために、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。
※個々の受領証は発行できません。

※QUO カードの加盟店は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 60,000 店
　です。（2022 年 5月現在）

優待商品番号

0210

日本赤十字社への寄付

令和3年産 佐渡産コシヒカリ
特別栽培米 2kgつや姫 こうじ味噌

「金谷ホテルベーカリー」
金谷ハードバウム（ホール）

大分県産どんこ椎茸

「鮑屋」小田原産
鯖のオイル漬セット

「なごやきしめん亭」
名古屋味あわせ

●300g×2
●賞味期間：常温にて270日
●山形県産米の「つや姫」と山形県産大
豆を100％使用したこうじ味噌です。香
り高く甘みのある「つや姫」ならでは
の味に仕上がりました。



●つぶらなカボス・つぶらなミカ
ン・つぶらなユズ・すりすりな
し 各190ｇ 各5
●賞味期間：常温にて390日
●人気商品「つぶらなシリーズ」
と「すりすりなし」の詰め合わ
せです。

●健太餃子・ニンニク餃子・お肉餃
子・しそ餃子 各8 計32個（640ｇ）
●賞味期間：冷凍にて180日
●配送形態：冷凍
●宇都宮餃子館の人気餃子4種セッ
ト。低温熟成させているので、旨
みが違います。

●4kg
●大粒でふっくらとした炊き上がり
が特徴で冷めてもおいしく、おに
ぎりやお寿司にもお勧めです。

●真あじ開き3枚（計180g）、かます開き1枚（70 ～ 90g）、さんま開き1枚（80 ～ 100g）
●賞味期間：冷凍にて30日 ●配送形態：冷凍
●富士山からの湧水と沖縄の真塩を用いて作り上げた、こだわりの干物詰め合わせです。

●180g×4
●賞味期間：常温にて365日
●米沢牛のすじ肉を、丹念に煮込み
ました。やわらかく味わい深い郷
土惣菜です。

3,000円相当 申込期限 2022年8月31日消印有効 03240317
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優待商品番号

0317

優待商品番号

0318

優待商品番号

0319

優待商品番号

0320

優待商品番号

0321

優待商品番号

0323
QUOカード
3,000円分

優待商品番号

0322

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。

優待商品番号

0324

栃木県

神奈川県

愛知県

大分県

山形県

©Naobumi Chiba

※QUO カードの加盟店は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 60,000 店
　です。（2022 年 5月現在）

静岡県

日本赤十字社は「苦しんでいる人を救いたい」という理念のもと、
世界最大のネットワークを持って活動する人道支援団体です。
寄付金は、国内外の災害時における被災地での医療救護やここ
ろのケア、救援物資の配布、医療チーム要員の養成、健康で安
全に暮らすための応急手当の知識や技術の普及等、命と健康を
守る活動のために役立てられています。世界中で苦しんでいる
人々を救うために、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。
※個々の受領証は発行できません。

日本赤十字社への寄付

沼津「奥和」無添加干物米沢牛すじ肉煮込み

「宇都宮餃子館」
お店で人気の４種セット

つぶらな
ドリンクギフト

愛知県産
あいちのかおり4㎏

「鎌倉ハム富岡商会」
特選ロースハム

●380g
●賞味期間：冷蔵にて55日
●配送形態：冷蔵
●豚ロース肉を独自の調味液で味付け
し、スモークして仕上げたロースハ
ムです。

※写真はイメージです。



●チキンハム350ｇ、ウィンナーソーセージ220ｇ、チキン
ポークソーセージ160ｇ
●賞味期間：冷蔵にて25日
●配送形態：冷蔵
●肉の性質を引き出すために、山桜の原木
のチップを使用。スモークして甘みや肉
汁をしっかりとハムの中に閉じ込めます。

●おぐら小町・いちご小町・スイートポテト
小町・クリーム小町 各3、デニッシュチョ
コ・デニッシュミルク・デニッシュバター・
デニッシュメープルキャラメル 各4
●賞味期間：常温にて60日
●しっとり・ふんわりした食感に焼
き上げた人気商品のセットです。

●とらふぐ刺身30g、とらふぐ皮10g、
とらふぐだし茶漬け134g(2食入り)、
ぽん酢10g、もみじおろし2g、ねぎ
●賞味期間：冷凍にて30日
●配送形態：冷凍
●豊後産のとらふぐの刺身と北海道産昆布と3種の節から
取っただし汁にとらふぐの身が入った茶漬けのセットです。

●重慶焼売35g・小籠包30g・えびに
らまんじゅう30g・蝦仁餃子25g 各
4、焼餃子25g×8
●賞味期間：冷凍にて180日
●配送形態：冷凍
●大粒の焼売など人気の点心を、便利な
小分けパックで詰め合わせました。

●8kg（2kg×4袋）
●農薬・化学肥料を削減し、佐渡市基準によるトキの餌場として
の「生きものを育む農法」により栽培されたコシヒカリです。

●1L×4
●賞味期間：常温にて365日
●山形県産りんごを使用した果汁100％
ジュースです。濃すぎない適度な甘みに
仕上げています。

4,000円相当 申込期限 2022年8月31日消印有効 04320425

11 12株主優待専用ダイヤル 0120-524-147（受付時間  平日 10:00～17:00）2022 年 9 月 30 日まで http://www.yorozu-corp.co.jp/

優待商品番号

0425

優待商品番号

0426

優待商品番号

0427

優待商品番号

0428

優待商品番号

0429

優待商品番号

0431
QUOカード
4,000円分

優待商品番号

0430

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。

優待商品番号

0432

山形県

栃木県

神奈川県

愛知県

大分県

©Naobumi Chiba

※QUO カードの加盟店は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 60,000 店
　です。（2022 年 5月現在）

日本赤十字社は「苦しんでいる人を救いたい」という理念のもと、
世界最大のネットワークを持って活動する人道支援団体です。
寄付金は、国内外の災害時における被災地での医療救護やここ
ろのケア、救援物資の配布、医療チーム要員の養成、健康で安
全に暮らすための応急手当の知識や技術の普及等、命と健康を
守る活動のために役立てられています。世界中で苦しんでいる
人々を救うために、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。
※個々の受領証は発行できません。

日本赤十字社への寄付

山形県産
りんごジュース

令和3年産 佐渡産コシヒカリ
特別栽培米 8kg

那須高原キングハム
ハム・ソーセージ詰合せ

「重慶飯店」
点心セット5種 馬車道

コモの
パン詰合せセット

大分豊後産とらふぐ刺身・
とらふぐだし茶漬けセット



●黒毛和牛ハンバーグステーキ（デミグ
ラスソース）150ｇ（固形120ｇ、ソース
30ｇ）×５
●賞味期間：常温にて40日
●黒毛和牛の贅沢なハンバーグです。電
子レンジ対応なのでお手軽、簡単にお
召し上がりいただけます。

●とろかつお刺身170g・とろびん長まぐろ刺身
140g 各3
●賞味期間：冷凍にて35日
●配送形態：冷凍
●良質なエサを食べているので脂の乗りが良
い、日本の東沖で獲れたかつおとまぐろのお
刺身です。

●もも250g
●賞味期間：冷凍にて30日
●配送形態：冷凍
●九州・大分県を代表する黒毛和
牛です。温暖な気候と自然豊か
な風土から生まれた豊後牛をお
楽しみください。

5,000円相当 申込期限 2022年8月31日消印有効 05410533
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優待商品番号

0534

優待商品番号

0535

優待商品番号

0537

優待商品番号

0540
QUOカード
5,000円分

優待商品番号

0538

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。

優待商品番号

0541

栃木県

神奈川県

©Naobumi Chiba

大分県

※QUO カードの加盟店は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 60,000 店
　です。（2022 年 5月現在）

静岡県

日本赤十字社は「苦しんでいる人を救いたい」という理念のもと、
世界最大のネットワークを持って活動する人道支援団体です。
寄付金は、国内外の災害時における被災地での医療救護やここ
ろのケア、救援物資の配布、医療チーム要員の養成、健康で安
全に暮らすための応急手当の知識や技術の普及等、命と健康を
守る活動のために役立てられています。世界中で苦しんでいる
人々を救うために、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。
※個々の受領証は発行できません。

日本赤十字社への寄付

「千本松牧場」牧場直送の
こだわりアイスクリーム詰合せ

「ローストビーフの店鎌倉山」
黒毛和牛ハンバーグステーキセット

豊後牛 すきやき肉

戻りかつお
まぐろ詰め合わせ

●バニラ・ミルク 各110ml 各3、ストロベリー・チョコレー
ト・宇治抹茶・塩 各110ml 各２ ●配送形態：冷凍
●栃木県那須千本松牧場で搾乳された新鮮な生乳で作
る、コクと香りが際立つアイスクリームの味わいをお
楽しみください。

※内容、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。

●5kg ●山形県産
●「厳選」つや姫は、通常よりもタンパ
ク質の含有率が低く、白くておいしい
お米を選りすぐってお届けします。

優待商品番号

0533
山形県特別栽培米 山形県産

厳選つや姫

※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。 ※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。

●白桃ミックス・メロンミッ
クス 各125ml 各６、ラ フラ
ンスミックス・巨峰ミック
ス・デコポンミックス、さ
くらんぼミックス 各125ml 
各３

●賞味期間：常温にて540日
●環境にやさしい紙容器カー
トカン使用。
　森林の育成につながる国産
の間伐材や端材を使用した
容器です。

優待商品番号

0539
「カゴメ」野菜生活
国産プレミアム紙容器詰合せ

優待商品番号

0536
愛知県愛知県産

マスクメロン 2玉
●2.4ｋｇ（2個）　● 愛知県産

● お申込み期間：7月31日消印有効
● お届け期間：7月3日～ 8月末
※生育・天候の事情によりお届け時期がお約束より１～ 2 週間程度前
後することがございます。  ※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。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。


