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　　沖縄セルラー電話株式会社
代表取締役社長　菅　隆志

2022 年 6 月吉日

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
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。

当カタログギフトに掲載の沖縄グルメは、沖縄 CLIP マルシェにてお買い求めいただくことも可能です。
今回ご紹介させていただいた商品以外にも、沖縄の特産品を豊富に取り揃えた沖縄CLIPマルシェをぜひ一度ご覧ください。

今後も皆さまのご期待に添えるよう、さらなる企業価値の向上と当社の企業理念である
「事業を通して、沖縄経済の発展に貢献すること」を実現すべく、役職員一同取り組んでまいりますので、
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
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〈風月コース〉1,000株以上 /5年以上保有の方

人気のグルメ、伝統の美味、職人こだわりの品など
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。

全国の選りすぐった 全国の選りすぐった 
”おいしいもの” をお届けします”おいしいもの” をお届けします

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日以内のものに限り、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。※お届けは7月1日着からとさせていただきます。
※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。第１希望の商品が欠品等
でご用意できなかった場合は、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。

C O N T E N T S
沖縄CLIPマルシェ厳選商品� � 02
「人気グルメ」セレクション� � 08
�特選・こだわりお肉� � 14
食べて貢献!の「SDGs」フード� � 18
全国の名産品をお届け� � 22
体験型商品� � 40
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石垣島のゆいまーる牧場で育てられる石垣牛の
最高峰「KINJOBEEF」は、日本酒の大吟醸糠
や泡盛粕などの発酵飼料をブレンドした飼料を与
えて長期肥育された完熟雌牛です。甘くてさらり
とした口どけの肉質をお召し上がりください。同
じ牧場で育てられたアグー豚もセットでお届けし
ます。

石垣牛KINJOBEEF ＆ 石垣島アグー豚セット（すき焼・しゃぶしゃぶ用）
石垣島のお肉を贅沢に堪能

申込番号 KZ 22-100
石垣牛KINJOBEEF（モモ210g、バラ90g）計
300g、石垣島アグー豚（バラ）300g／賞味期間は
冷凍で15日／牛肉・豚肉：沖縄県産
※冷凍便にてお届け。

2
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申込番号 KZ 22-101
もとぶ牛トウガラシ焼肉用500g／沖縄県産　
※冷凍便にてお届け。

沖縄県の本部町、静かな山間で育つ「もとぶ牛」。
餌に地元オリオンビールの絞り粕を配合し、独自
の発酵飼料を牛に与えています。肉質は赤身と
脂のバランスがよく、甘みが上品です。程よいサ
シが美しい赤身で、噛むほどにもとぶ牛の旨み
を感じられます。

もとぶ牛トウガラシ焼肉ギフト
甘くて旨み濃厚な赤身の希少部位

3
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申込番号 KZ 22-102
ロース（ステーキ用）・肩ロース（ステーキ用）各
100g×3、プレーンソーセージ120g×2、スモーク
ソーセージ・パプリカソーセージ・チョリソーソーセー
ジ各120g／豚肉：沖縄県産
※冷凍便にてお届け。

「キビまる豚」は沖縄の自然とサトウキビの糖蜜を
与えて肥育された沖縄県産ブランド豚です。甘み
のある良質な肉質で脂肪の融点が低く、コクや
旨みがしっかりある食べ応え十分の豚肉です。

キビまる豚 ステーキ＆ソーセージセット
緻密な管理と熱心な研究が育んだ肉質

4
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申込番号 KZ 22-103
冷凍車海老(養殖)1kg(500g×2)／沖縄県産
※冷凍便にてお届け。

車海老の拠点産地とされる沖縄久米島で、熟練
の職人が車海老の体調管理と池底の環境整備
を徹底的に行ない、一尾一尾を大切に育て上げ
ました。お刺身はもちろん、しゃぶしゃぶ、天ぷら、
フライ、茶碗蒸し、酒蒸し、お寿司など和食中
心のお料理で調理していただくと絶品です。

活〆急速冷凍車海老
生食もできる久米島ブランド

5
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申込番号 KZ 22-104
バニラ・チョコレート・ストロベリー・沖縄紅イモ・
塩ちんすこう・沖縄シークヮーサー・ピスタチオ・
バニラ＆クッキー・ウベ・沖縄黒糖・沖縄マンゴー・
沖縄パイン各110ml×3
※冷凍便にてお届け。
※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。　

沖縄県産素材を使用したOKINAWANフレー
バーと、南国素材を使用したトロピカルフレーバー
を詰め合わせた〈ブルーシール〉のアイス詰合せ。
12種類の味をお楽しみいただけます。

沖縄と南国の素材を使用したフレーバーをお届け

ブルーシール ギフトセット３６
6
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申込番号 KZ 22-105
ニューヨークチーズケーキ・プレミアムチーズケーキ・
クッキー&クリーム・シナモンクランブルクッキーと
国産林檎たっぷりのチーズケーキ×各1個(直径約
12cm)／賞味期間は冷凍で30日　
※冷凍便にてお届け。

沖縄のチーズケーキ専門店〈PUZO〉から人気の
4点をセレクトしました。一番人気のプレミアムチー
ズケーキはしっとりしたなめらかな口あたりに、チー
ズ本来の味もしっかりと凝縮。濃厚でありながら、
どんな方にも好んでいただけるスタンダードな味わ
いです。

ＰＵＺＯ チーズケーキ４点セット
定番人気＆オススメの 4 点セット

7
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選んで間違いなしの
人気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。

「人気グルメ」
 セレクション

間違いなし！の

8
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山形牛の中でも最高の肉質とされる背肉部分の
サーロインを贅沢に使ったローストビーフ。山形
県で作られたワインを下味に風味豊かに仕上げま
した。表面をしっかりと焼いてから加熱調理をし
ているので肉の旨みが逃げず、濃厚でジューシィ
な味わいです。

山形の極み 山形牛ローストビーフ

やわらかなサーロインを
贅沢に使用しています。

9

申込番号 KZ 22-006
サーロインローストビーフ200g／賞味期間は冷凍で
30日
※冷凍便にてお届け。
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育てるところからこだわった
うなぎを丁寧に焼き上げ、
食べやすいサイズにカットし
ました。香りとふっくらとし
た食感、たれに京料理店
のこだわりを感じさせます。

伊藤グリル 黒毛和牛ビーフシチュー

煮込み時間とソースの濃度
にこだわった伝統の味に、
4代目の享治氏が独自のア
レンジを加え、自信を持っ
ておすすめできる一品に仕
上げました。

京料理六盛 愛知県産うなぎ蒲焼
申込番号 KZ 22-008
黒毛和牛ビーフシチュー200g×5／賞味期間は冷凍で30日
※冷凍便にてお届け。
小 乳

申込番号 KZ 22-007
うなぎ蒲焼(切身)60g×2、うなぎ蒲焼(刻み)50g×5、たれ20ml×7、山椒0.2g×7／
賞味期間は冷凍で30日／うなぎ：愛知県産
※冷凍便にてお届け。
小

10
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氷温熟成で旨みを引き出した、食べ応えがある
ポンドサイズ（約 450g）の牛サーロイン肉のグ
リルステーキと、北海道近海で獲れる鮮度の良
い鮭を濃厚な味わいのたれで味付けをしたづけ
サーモンをセットにしました。

氷温熟成牛 ポンドグリルステーキ ＆ 北海道産 づけサーモン

人気の海鮮とお肉のグルメの
セットをご堪能ください。

11

申込番号 KZ 22-009
牛サーロイングリルステーキ450g、オニオンソー
ス40g×2、づけサーモン120g×3／ポンドグリル
ステーキ：賞味期間は冷蔵で14日、づけサーモン：
賞味期間は冷蔵で7日
※冷蔵便にてお届け。
※このページの商品はそれぞれ別便でのお届けとな
ります。
小
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ジェラテリアマルゲラ ビスコッティーニ ＆ 横浜ベイシェラトン ガトーセレクション

イタリアンジェラート専門店〈ジェラテリア マルゲ
ラ〉の代表的なジェラートを風味豊かなビスケット
に挟んだアイスサンドと、しっとりと仕上げた風味
豊かなフィナンシェやココナッツクッキーを詰め合
わせたガトーセレクション 2 箱をセットにしました。

サクサク&しっとり
二つの食感が楽しめるお菓子のセット。

12

申込番号 KZ 22-010
アールグレイ3個、ラズベリー・チョコチップ×各2
個、（フィナンシェ3個、フィナンシェショコラ2個、
ココナッツクッキー6枚）×2
※ビスコッティーニ：冷凍便にてお届け。
※このページの商品はそれぞれ別便でのお届けと
なります。
小 卵 乳
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山形牛 焼肉用 ＆ バルナバハム 農家のベーコン·ウインナーセット

脂においしさの秘密があるといわれ、肉の
キメが細かく、食味がすぐれた山形牛 焼肉
用と、北海道産豚肉をバラエティ豊かに調
味したウインナーや人気の「農家のベーコ
ン」など、毎日の食卓に重宝するベーコン・
ウインナー詰合せをセットにしました。

ジェラテリアマルゲラ ビスコッティーニ ＆ 横浜ベイシェラトン ガトーセレクション

バリエーション豊かなお肉の
詰合せをご賞味ください。

13

申込番号 KZ 22-011
モモ300g、農家のベーコン160g、ビアヴルスト
150g、ポークグルメフランク120g、玉葱ウイン
ナー・チーズウインナー各100g、ロースシンケン
40g／ベーコン・ウインナーセット：賞味期間は冷
蔵で30日／牛肉：山形県産　
※山形牛焼肉用：冷凍便、ベーコン・ウィンナーセッ
ト：冷蔵便にてお届け。
※このページの商品はそれぞれ別便でのお届けと
なります。
乳
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14

肉好きにはたまらない銘柄牛。
良質な脂と肉質、まろやかで
深い味わいをご堪能ください。

特選・
こだわりお肉

14
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松阪牛 しゃぶしゃぶ用

適度な霜降りが入った松阪牛を贅沢なしゃぶしゃ
ぶ用に。やわらかでまろやかなお肉をさっぱりと
お楽しみください。

450g

15

申込番号 KZ 22-012
モモ450g／三重県産
※冷凍便にてお届け。
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450g

創業大正12年の老舗〈米
沢牛黄

おお き

木〉が、赤身で味
わい深い米沢牛の肩肉を、
肉質にこだわって選び抜き
ました。

神戸牛 焼肉用

きめ細かく上品な甘みのあ
る赤身と脂肪の風味が特徴
の神戸牛。脂肪と赤身が絶
妙なバランスのモモ肉を焼
肉でお召し上がりください。

米沢牛 すき焼用
申込番号 KZ 22-014
モモ450g／賞味期間は冷凍で30日／兵庫県産
※冷凍便にてお届け。

申込番号 KZ 22-013
肩450g／賞味期間は冷凍で30日／山形県産
※冷凍便にてお届け。

450g

16
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琵琶湖や山岳地帯に囲ま
れた肥沃な大地で育つ近
江牛。脂肪分が少なくヘル
シーで、赤身肉ならではの
味わい深い旨みが口の中
で広がります。

山形牛 すき焼きセット

厳しい自然の中で育った山
形牛。やわらかな肉質、
舌の上でとろける脂質をす
き焼きでご堪能ください。

近江牛 モモステーキ
申込番号 KZ 22-016
肩ロース300g、バラ250g／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 KZ 22-015
モモステーキ（5枚）計430g／賞味期間は冷凍で30日／滋賀県産
※冷凍便にてお届け。

430g 550g

17
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食のSDGsって？
今、「SDGs」が世界中で注目を集めていますが、17個あ
る持続可能な開発目標のさまざまな項目に、実は食が深
く関わっています。私たち個人が、毎日食する物がどの
ように生産されているのかなど、食べる物への意識を少
し変えるだけでも、地球の環境を守り、労働環境の改善
などにも繋がっていきます。

本特集商品の中には、地域共創の一環として、離島地域の
活性化に向けた KDDI 株式会社の離島応援施策「しまもの
プロジェクト」の商品もございます。

よりよい環境のために
食べることを通じて
貢献できる品々を集めました。

「SSDDGGss」
 フード

食べて貢献！の

18
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申込番号 KZ 22-017
鰹たたき黒潮造り250g×2、鰹刺身170g×2、びん
長まぐろ刺身200g×2、おろしポン酢140ml×2／
鰹・びん長まぐろ：静岡県産　
※冷凍便にてお届け。
小ＭＳＣ認証 第八永盛丸漁獲 びん長まぐろ・鰹尽くし

MSC（海洋管理協議会）認証を取得した漁船で
ある第八永盛丸が、環境に配慮した持続可能な
一本釣り漁法で漁獲した、びん長まぐろと鰹の詰
合せです。鰹たたきは一本一本釣り上げられた
鰹を高温で表面を焼き上げ、鰹の旨みを閉じ込
めています。SDGsMSC認証の水産物

を選ぶことにより、こ
の取り組みをしてい
る漁業者を支え、持
続可能な漁業の広
がりに貢献できます。

19※ MSC 認証とは : 水産資源や海洋環境に配慮し、持続可能な漁業によって獲られた天然の水産物の証（海のエコラベル）です。
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申込番号 KZ 22-018
大豆ミート入りハンバーグ100g×14、ハンバーグソー
ス20g×14
※冷凍便にてお届け。
小 乳大豆ミート入りハンバーグ

大豆を原料に、食感や味わいを肉に似せた「大
豆ミート」。食感や食べ応えだけでなく見た目もお
肉そのもの。大豆ミートに鶏むね肉を合わせて
あっさりとした味わいに仕上げました。付属の
デミグラスソースをつけてお召し上がりください。

SDGs大豆ミートを始めとす
る植物性の代替肉
の需要が高まること
で、環境負荷が減り、
持続可能な食料生
産が実現できます。

20
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能
の こ の し ま

古島産純粋はちみつNOCOHACHIプレミアムセット

風味豊かなミックスナッツのはちみつ漬けや、能古島特
産ニューサマーオレンジの花から採れる貴重なはちみつ
など、4種類の味わいをお届けします。

し
ま
も
の

申込番号 KZ 22-019
ハニーナッツ(ナッツはちみつ漬け)160g×2、ニュー
サマーオレンジプレミアム・能古オレンジミックス・
レギュラー各80g　
※はちみつは1歳未満の乳児には与えないでください。

SDGs離島の食材を生かし
た産品です。多くの
方に見て・知って・
食べていただくこと
が、離島支援(地域
共創)に繋がります。

21
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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。

全国の
名産品を
お届け

22
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北海道魚卵セット

北海道沖で獲れる秋鮭の卵を、絶妙な味加減の
醤油だれに漬け込んで仕上げた「いくら醤油味」
と、いろいろな料理にお使いいただける粒感のよ
い「たらこ」のセットです。

申込番号 KZ 22-020
いくら醤油味100g×2、たらこ250g／賞味期間は
冷凍で30日／鮭卵・すけとうだらの卵巣：北海道産
※冷凍便にてお届け。

北
海
道

23
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北海道近海で獲れる鮮度
の良い秋鮭を使用。いくら
は甘口仕立ての醤油漬け
に。サーモンは濃厚な味わ
いの醤油で生食仕立ての
漬けに仕上げました。

北海道産 干物詰合せ

北海道の冷たく厳しい海で
育ったほっけやさんまなどを、
素材の風味を生かした薄塩味
の干物に仕上げました。脂が
のった時しらず鮭の切り身を
セットにしました。

北
海
道

いくら醤油漬 づけサーモン詰合せ

24

申込番号 KZ 22-022
いか一夜干し・さんま開き・干しカレイ×各4枚、ほっけ開き2枚、塩時しらず鮭2切／
賞味期間は冷蔵で7日／いか・さんま・カレイ・ほっけ・時しらず鮭：北海道産
※冷蔵便にてお届け。

申込番号 KZ 22-021
いくら醤油漬120g×2、づけサーモン120g×4／賞味期間は冷蔵で7日／鮭卵：北海
道産
※冷蔵便にてお届け。
小
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北海道産の素材を生かした
ウインナーや食べ応えたっ
ぷりのボンレスハムなど、手
間を惜しまずじっくりと造り
あげた、こだわりの味わい
をご堪能ください。

日本の極み 北海道 自然の恵み骨付きソーセージ

選りすぐった北海道産の豚
肉とギョウジャニンニクを使
用し、無塩せきで作り上げ
ました。豊かな味わいが楽
しめます。

札幌バルナバハム ハム・ソーセージバラエティセット

北
海
道

25

申込番号 KZ 22-024
骨付きソーセージ(ギョウジャニンニク入り)300g(5本入)×3、骨付きソーセージ
(プレーン)300g(5本入)×2
※冷凍便にてお届け。

申込番号 KZ 22-023
ロースハム・ボンレスハム・パストラミ肩ロースハム・サッポロ焼豚各300g、ポー
クグルメフランク120g、チーズウインナー・玉葱ウインナー各100g、ロースシンケン
（スライス）40g×2　※冷蔵便にてお届け。
小 乳
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雄大な十勝の大地で育った
乳牛のミルクを使用し、独自
の方法で4ヵ月以上熟成させ
たナチュラルチーズ。加熱用
プレートをセットにしてお届け
します。

十勝ブラウンスイススウィーツセット

ブラウンスイス牛の生乳を使
用し、クリームとカラメルで3
層になったプリンと、クリーム
チーズとブラウンスイス牛乳
を使用した2層のフロマー
ジュをお届けします。

ラクレットチーズ＆プレートセット

北
海
道

26

申込番号 KZ 22-026
十勝プレミアムプリン80ml×12、ブラウンスイスフロマージュ・ブラウンスイスショ
コラフロマージュ×各1個(直径約11cm)／賞味期間は冷凍で30日
※冷凍便にてお届け。
小 卵 乳

申込番号 KZ 22-025
【チーズ】　十勝ラクレット モールウォッシュ(長熟）800g／賞味期間は冷蔵で30日
※冷蔵便にてお届け。
乳

【加熱用プレート】　サイズ(約）：幅18×奥行14×高さ4cm／材質：陶磁器(内面＝
フッ素加工）／中国製　〈電子レンジ可〉〈オーブン可〉
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山形の極み 米沢牛やわらかハンバーグ

山形県産の黒毛和牛、米沢牛だけを100%使用し
た贅沢なハンバーグ。生のみじん切り玉ねぎに椎
茸、酒粕を加えて、風味豊かに仕上げました。そ
のまま湯煎で10分加熱してお召し上がりください。

申込番号 KZ 22-027
ハンバーグ140g×9／賞味期間は冷蔵で14日
※冷蔵便にてお届け。
小 卵 乳

東
北

27
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「山形牛」の厚切りサーロ
イン部位を贅沢に使用し、
老舗の大吟醸酒粕と県産
の米と山形県で作られた味
噌で漬けこみました。

プレミアムデリバリー 山形牛 牛丼の具

山形牛を素材に、山形県
で作られた赤ワインを使っ
たたれで煮込み、コクのあ
るまろやかな味に仕上げま
した。玉ねぎの甘みと山形
牛の旨みが絶妙です。

山形の極み 山形牛サーロイン酒粕味噌漬

東
北

28

申込番号 KZ 22-029
牛丼の具180ｇ×12／賞味期間は冷蔵で22日
※冷蔵便にてお届け。
小

申込番号 KZ 22-028
サーロイン酒粕味噌漬280g(4枚入）／賞味期間は冷蔵で21日／
牛肉：山形県産
※冷蔵便にてお届け。
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ジョウセン 味噌・醤油詰合せ

大豆の割合と麹の香りのバ
ランスの良いすっきりとした
後味の本場仙台味噌をは
じめとした3種の味噌と、
JAS規格特級のこいくち醤
油との詰合せです。

特別栽培米 山形県産 つや姫

粒の大きさ、白い輝き、旨
さ、香り、粘りが特徴の「つ
や姫」。炊いてほれぼれ、
冷めてもおいしいお米です。

東
北

29

申込番号 KZ 22-031
本場仙台味噌2.2kg、米こうじ味噌1.8kg、上撰醤油1L×4、有機みそ500g×4
小

申込番号 KZ 22-030
特別栽培米つや姫2kg×6／山形県産

KKY22D_100_020-039_地域セレクト.indd   29KKY22D_100_020-039_地域セレクト.indd   29 2022/04/11   19:262022/04/11   19:26



東
北

山形の極み 龍上海赤湯からみそラーメンセット

麺の味わいを激変させる辛
味噌から、具材のチャー
シュー・メンマまでこだわり抜
いた一品です。辛味噌を溶
かしながらいただくことで一
層のおいしさが味わえます。

30

申込番号 KZ 22-033
龍上海ラーメン(麺130g×2、スープ72g×2、辛味噌12g×2)×6、チャーシュー・メン
マ計46ｇ×12／賞味期間は冷蔵で15日
※冷蔵便にてお届け。
小

日本の極み 延寿庵 稲庭手延うどん

伝統製法を守り丁寧に手作
りする〈延寿庵〉の麺は、滑
らかな食感とツルツルした舌
ざわりが楽しめます。

申込番号 KZ 22-032
手延うどん160g×18
小
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千本松牧場 アイスクリームセット

搾りたて生乳のコクと香りが際立つアイス。乳化
剤や安定剤は使わず卵でなめらかな舌ざわりを
実現。濃厚なのに、さっぱりとした後味です。

申込番号 KZ 22-034
ラ フランス110ml×9、リンゴ110ml×7、バニラ
110ml×3、チョコレート・宇治抹茶・ミルク各
110ml×2
※冷凍便にてお届け。
※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。
卵 乳

関
東

山形の極み 龍上海赤湯からみそラーメンセット

31
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関
東

満月廬 フカヒレ入肉まん・小籠包詰合せ

ボリューム十分な満月廬(まんげつろ)の肉まん・
小籠包セット。甘みのあるふかふかな生地の中
には、肉汁あふれるジューシィな具がたっぷりと
入っています。

申込番号 KZ 22-036
フカヒレ入肉まん160g×10、小籠包40g×8／賞味
期間は冷凍で30日
※冷凍便にてお届け。
小 乳 え

32
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飛騨牛をミンチにすること
で、濃厚な旨みがルー全体
に広がったカレー。化学調
味料を使用せず、素材の
旨みと甘みで味に深みを出
しました。

新潟の新しいプレミアム米
「新之助」。大粒で形がよく、
まろやかな甘みが特徴で
す。食味バランスのよい定
番米「こしひかり」と食べ比
べをお楽しみください。

新之助・こしひかり食べ比べセット飛騨牛ミンチカレー

中
部

33

申込番号 KZ 22-038
新之助・こしひかり各5kg／新潟県産

申込番号 KZ 22-037
飛騨牛ミンチカレー180g×20
小 乳
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1200年以上も昔に端を発
する「三輪素麺」。その伝統
製法である2日間工程で丹
念に仕上げ、風味豊かな
紫蘇と抹茶味を加えた人気
の品です。

京都・宇治産の煎茶と玉
露の詰合せです。まろやか
な旨みと甘みのある味が特
徴です。

老舗大佐和 宇治茶・宇治玉露詰合せ三輪素麺 三趣

関
西

34

申込番号 KZ 22-040
煎茶・玉露各120g／茶葉：京都府産

申込番号 KZ 22-039
白素麺50g×42、紫蘇素麺・抹茶素麺各50g×12
小
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1本釣りで釣り上げられた鰹
を、船上で急速冷凍後、
土佐・黒潮町の藁を使っ
て藁焼きに。焦げ目のつい
た皮と旨みのある赤身を、
燻した藁の香りが包み絶妙
な味わいが楽しめます。

脂のりが非常によく、クセや
しつこさも無い高級魚の「の
どぐろ」。煮ても焼いてもお
いしくいただける上品な旨
みを、ご家庭でお楽しみく
ださい。

のどぐろの開き日本の極み 藁焼き鰹たたき

中
国
・
四
国

35

申込番号 KZ 22-042
のどぐろの開き10尾／のどぐろ(あかむつ）：島根県産
※冷凍便にてお届け。

申込番号 KZ 22-041
藁焼き鰹たたき4節、タレ100ml×4／鰹：三陸沖産
※冷凍便にてお届け。
小
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うにに塩とアルコールを加え
て調合し、ブランデーで風
味付けした「粒うに 粋」。常
温での保存が可能で、お
酒によく合います。

やまみ うにセット

コクと旨みがある徳島県の地鶏
「阿 波 尾 鶏」を、柚 子 胡 椒、
甘辛ソースなどの味付けで、
やわらかくジューシィな3種類
の惣菜に仕上げました。

デリシャエール 阿波尾鶏グルメセット

中
国
・
四
国

36

申込番号 KZ 22-044
阿波尾鶏グリルドチキン160g×3、オニオンソース40g×3、阿波尾鶏ひとくちチキン
柚子胡椒風味120g×4、阿波尾鶏照り焼きチキン210g(2枚入)×3／賞味期間は冷
凍で30日
※冷凍便にてお届け。小

申込番号 KZ 22-043
手造り粒うに粋110g×2
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日本の極み 博多めんたいこ 3 種詰合せ

「大吟醸仕込」は、大吟醸酒
と、独自の調味液にじっくり漬
け込み熟成。「柚子風味」は、
柚子のさわやかさがほんのり
香ります。「七味風味」は香辛
料専門店がブレンドしたもの
で、絶妙な辛さです。

あじやさば、穴子など、主に
九州近海の原料を用いたうす
塩味の一夜干しを詰め合わせ
ました。

ウエダ 海鮮ひもの詰合せ

九
州

37

申込番号 KZ 22-046
真あじの一夜干し180g（2尾入）×2、かます一夜干し180g（2尾入）、するめいか一夜干し・いとよ
りだい一夜干し各180g、えぼだいの一夜干し160g（2尾入）、真さばの一夜干し150g×2、れんこ
鯛の一夜干し140g×2、ぶりの照り焼き80g×2、真いわし丸干し75g（3尾入）×2、あなご一夜干
し50g／賞味期間は冷蔵で7日／真あじ・かます・するめいか・いとよりだい・えぼだい・真さば・れん
こ鯛（黄鯛）・あなご：九州産、真いわし：国産　※冷蔵便にてお届け。
※天候や水揚げの状況により、お届け日が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
小

申込番号 KZ 22-045
辛子めんたいこ(大吟醸仕込・柚子風味・七味風味）各150g×2箱／賞味期間は冷蔵
で12日／すけとうだらの卵巣：アメリカ産
※冷蔵便にてお届け。
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宮崎県のブランド肉「宮崎牛」
「きなこ豚」をそれぞれロースト
してお届け。お好みの厚さに
切って、付属のたれでお召し
上がりください。

大分県の豊かな自然の中で、
約2年間の歳月をかけて育ま
れた原木椎茸。昔も今も変わ
らぬ味と香りをお楽しみくださ
い。

大分産椎茸どんこ宮崎牛と宮崎きなこ豚のローストビーフ・ポークセット

九
州

38

申込番号 KZ 22-048
大分産原木乾椎茸どんこ130g×2／大分県産

申込番号 KZ 22-047
宮崎牛ローストビーフ250g、きなこ豚ローストポーク300g、たれ70ml
※冷凍便にてお届け。
小
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島原手延そうめん

茹で時間が短くてもコシのあるモチモチした食感が味
わえる島原手延そうめんと、粗挽きした黒ごまを練り
込んだ黒ごまそうめんの詰合せです。

申込番号 KZ 22-049
手延そうめん50g×60、手延黒ごまそうめん
50g×32
小

九
州
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体験型商品
KDDIグループ提供サービス

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。

※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。

31

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。
　

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、
宿泊 / 入場予約または
デリバリー注文をお願
いします。

施設利用日当日、クー
ポン券またはギフト券を
ご持参の上、お愉しみ
ください ( ※キッザニア・
LINK FOREST のみ )

お届け クーポン券
ギフト券

2

クーポン券
ギフト券

当日ご持参
（キッザニア・LINK FORESTのみ）

［体験型商品ご利用の流れ］［体験型商品ご利用の流れ］

ご利用案内を
参照の上ご予約
(またはご注文 )

クーポン券
ギフト券

お届け お申し込み
( 予約 / 注文 )

施設への持参
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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 Relux 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
回以降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。旅の目的に合わせて宿泊施設を
お選びいただけます。

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！

Re lu x のサービス

※クーポン券ご利用時は、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   KZ 22-050
内容／ Reluxクーポン券(13,000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ポイント、Pontaポイントの還元率は変更となる可能性がございます。

特別な体験をとどけるホテル・旅館の宿泊予約サービス
Relux は、特別な旅行体験をお届けす
る宿泊予約サービスです。全国各地の
ホテル・旅館を泊まり歩いてきた Relux
の審査委員会が選び抜いた、心から
おすすめできる宿泊施設のみをご紹介
しています。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。

Reluxクーポン券（13,000円分）
〈ホテル・旅館 予約サイト〉 Reluxの

詳細は
こちら
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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」。現実社会の約 2/3

サイズの街並みに、実在する企業が
出店する約 60 のパビリオンが建ち並
び、約 100 種類の仕事やサービスが
体験できます。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。

キッザニア東京/甲子園ギフト券（13,000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

本格的な設備や道具を使って、こども達は大人のようにいろいろな仕事やサービスを体
験することができます。2022年夏、「キッザニア福岡」開業予定。

申込番号   KZ22-051
内容／キッザニアギフト券(500円×26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/　
※有効期限は約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。
※2022年夏、「キッザニア福岡」開業予定。キッザニア東京・甲子園とギフト券の
利用条件が異なる場合がございます。詳細は施設に直接お問い合わせください。
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申込番号   KZ22-052
内容 ／ LINK FOREST宿泊割引券(13,000円分）　
住所 ／ 東京都多摩市鶴牧3-5-3
ご利用時間 ／ チェックイン15：00　チェックアウト10：00
定休日 ／ 12月29日～1月3日(変更の場合あり）
アクセス ／ 京王・小田急多摩センター駅から徒歩約10分、多摩都市モノレール多
摩センター駅から徒歩約8分、中央自動車道国立府中I.C.より約25分
Webサイト ／ https://link-forest.jp/
※有効期限は約6カ月間となります。
※ご予約は、インターネットまたは電話にて承ります。
※ご利用代金とクーポン券との差額は現地(当日）精算となります。つり銭は出ま
せん。
※ご利用方法・ご注意事項はクーポン券に記載のご利用案内をご参照ください。
※全室禁煙となります。

充実した仕様で、長期滞
在でも快適にお過ごしいた
だけます。

栄養バランスを考えたお食
事は、お好みに合わせて
選択いただけます。

多摩の落ち着いた環境の
中で快適な宿泊環境をご
提供します。

ご宿 泊 案 内

LINK FORESTの
詳細はこちら

深く語らい合う中で絆を感じるような場を提供
LINK FOREST は都心から好アクセス
の大ホールを備えた宿泊研修施設で
す。施設中央には中庭を囲み、研修
室や宿泊室を配置し、見える景色を内
に向けることで、そこにいる人々の気持
ちがそろい仲間意識を醸成しやすい空

間となっています。訪れる方々が日常の
喧騒から離れ、学びはもちろん、たくさ
んの出会いや新たな発想が生まれる、
そんな充実した時間をお過ごしいただ
けます。

LINK FORESTクーポン券（13,000円分）
〈KDDIグループが運営する研修施設を併設したホテル〉
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内容 ／ menuクーポン券(2,600円×5枚セット)
Webサイト ／ https://app.menu.jp/
クーポンコード入力期限：2022年11月30日(水)
クーポン利用期限：コード入力から180日後
※配布クーポンは2,600円×5回分になります。
※注文金額がクーポン金額を下回る場合、お釣りは出ません。
※他クーポンとの併用はできません。

【ご注意事項】※本クーポンを選択される株主さまは必ずご確認ください
menuは、スマートフォン向けのサービスです。本クーポンは、「デリバリー」のご注文
時のみご利用いただけます。（テイクアウトのご注文は対象外）本クーポンは、1度のご
注文につき1枚ご利用いただけます。（1度の注文で複数枚利用することはできません）
ご注文可能なお店はお届け先、時期、時間帯により異なります。初めてmenuをご利
用される場合は、本ページのQRコードからmenuアプリをダウンロードの上、お住ま
いの場所がデリバリ―可能エリアかどうか予めご確認ください。（お住まいのご住所を
登録後、「ご指定のエリアはまだ配達エリアに含まれておりません」と表示された場合
はエリア外のためご利用いただけません）

申込番号 KZ22-053
menuの
詳細はこちら

スマホ1つでデリバリーもテイクアウトも注文できるフードサービス
ｍｅｎｕは、全国約 85,000 店舗（2022
年 3 月時点）の飲食店が加盟してい
るフードデリバリー・テイクアウトサービ
スです。ｍｅｎｕアプリ（無料）で、食
べたいメニューをスマホで注文するだけ
で、できたての料理を最短 30 分で玄

関先までお届けします。悪天候の時や
混雑時にお店で並ぶのは避けたい時な
ど、身近なあのお店や、よく知る人気店・
高級店の味を、お店に足を運ばずご自
宅で楽しめます。気軽にランチや家族
との贅沢なディナーにいかがですか？

ｍｅｎｕクーポン券（２，6００円×5枚セット）
〈デリバリー・テイクアウトアプリ〉

デリバリー掲載店のご案内

たいめいけん うなぎ魚政 中国飯店 富麗華

※QRコードは
（株）デンソーウェーブの

登録商標です。
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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
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 〈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、
本カタログギフトに関する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左記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
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