
申込書ハガキは期限内に事務局へ到着するようにご投函ください

2 0 2 2

2022年7 31月 日（日）お申込み
期限
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お申込み期限

申込書ハガキは期限内に事務局へ
到着するようにご投函ください

7月31日 日

2022年

ご優待コース

このカタログは「10,000円相当」コースです。 （基準日：毎年3月31日）

10,000株以上

5,000株以上 10,000株未満

1,000株以上 5,000株未満

継続して1年以上

保 有 期 間
保 有 株 数

継続して5年以上

8,000円相当

5,000円相当

3,000円相当

10,000円相当

8,000円相当

5,000円相当

ご優待内容 2冊のカタログの中からお好みの、いずれか一品をお選びください。

TSUBASAアライアンス（注2）に加盟する地方銀行5行（千葉銀行、第四北越フィナンシャルグループ、中国銀行、伊予銀行、群馬
銀行）の地元特産品等を掲載、お好みの品を贈呈

D　別冊カタログ
「別冊カタログ」TSUBASAアライアンス共同企画 特産品コース

「                            」宿泊コース・特産品コース・寄付コース（本冊）

（注1）「うつくしま良品本舗」　当行が協賛・協力しております福島県復興支援通販カタログ
（注2）「ＴＳＵＢＡＳＡ金融システム高度化アライアンス（ＴＳＵＢＡＳＡアライアンス）」
　　　フィンテックをはじめ先進的なＩＴ技術を調査・研究するために発足した枠組みで、現在10行が加盟。人材交流やお客さまの海外進出支援などにも
　　　連携分野を広げています。

A　宿泊コース
「福島県宿泊施設ご優待券」を贈呈

P. 5 ～P.10

B　特産品コース
「うつくしま良品本舗」（注１）より特に人気が高い福島県特産品を贈呈

P.11～P.20

C　寄付コース
 当行が株主さまに代わり福島県内の3団体いずれかに優待特典相当の額を寄付P.21～P.22

株主の皆さまへ
感謝の気持ちをこめて、

「                            」をお届けします。

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　本年も、株主の皆さまからの日頃のご支援に感謝いたしまして、ここに2022年度版
株主さまご優待カタログ「ふくしまからの贈りもの」をお届けいたします。
　現在も新型コロナウイルス感染症による不安が続く中、皆さまが一日も早く通常の
生活を取り戻せるよう願ってやみません。
　東邦銀行では、より一層の地域貢献と県内産業支援を主な目的といたしまして、
本年度も福島県内宿泊施設利用による「宿泊コース」および福島県産品購入による

「特産品コース」をご用意いたしました。
　また、ふるさと「ふくしま」の復興支援とともに、将来を担う子供たちの成長を応援
するため、2019年度より株主さまとともに株主優待制度を通じた社会貢献を実施
する「寄付コース」をご用意いたしまして、ＳＤＧｓにも取り組んでおります。
　さらに本年度も、千葉銀行、第四北越フィナンシャルグループ、中国銀行、伊予
銀行、群馬銀行の５行によるTSUBASAアライアンス共同企画として、地場産品掲載の
別冊カタログをご用意いたしました。
　株主の皆さまには、カタログ掲載の品々からいずれか一品をお選びいただき

「ふくしま」または「それぞれの地域」の魅力を、どうぞご堪能ください。
　今後につきましても、株主さまのご期待にお応えできるよう、総力をあげて取り組ん
でまいる所存でございますので、株主の皆さまにおかれましては、より一層のご支援、
ご愛顧を賜りますようお願い申しあげます。

取締役頭取

2022年 6月

佐藤 稔
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ふくしまからの
贈りもの

宿泊コース

A
ふくしまからの
贈りもの

寄付コース

C

※転居等によりご住所を変更された場合は、ふくしまからの贈りもの事務局（ 　 0120-880-442）にお電話ください。
※状況により到着が遅れる場合もございます。　

本冊子ならびに別冊カタログに
掲載の品々から一品をお届けします。
下記の「お申込み方法」をご覧のうえ、お申込みください。

2.ご記入

3.ご投函
※控えはご優待品が到着するまで大切に保管してください。

※寄付コースをお選びの方には、当行より後日ご報告させていただきます。
4.お届け

1.選ぶ

ご利用対象者

株主さまご本人のみお申込みいただけます。

ふくしまからの
贈りもの

特産品コース

別冊カタログ
TSUBASA
アライアンス共同企画

特産品コース

B

D

●同封の「ふくしまからの贈りもの」申込書ハガキに
　必要事項をご記入ください。
※この申込書での申込み以外はお受けいたしません。
※ご住所・お名前などのご記入は不要です。

●株主さま控えを切り取り「申込書」のみをご投函ください。
●お申込み期限2022年7月31日（日）までに
　事務局へ到着するようにご投函ください。

●ご優待品は、株主名簿に登録されたご住所にお届けします。
●発送は2022年6月10日より開始いたします。

                            

後日
ご報告

●2冊のカタログに掲載の4コースの中から、
　第1希望・第2希望あわせて計2つの優待品をお選びください。
　「ふくしまからの贈りもの（本冊子）」
　　　　Ａ. 宿泊コース （ 優待品番号：D-00 ）
　　　　Ｂ. 特産品コース （ 優待品番号：D-01～D-36 ）
　　　　Ｃ. 寄付コース （ 優待品番号：D-81～D-83 ）
　「別冊カタログ」TSUBASAアライアンス共同企画
　　　　D. 特産品コース （ 優待品番号：D-90～D-97 ）

[お申込み方法] [申込書の記入方法]

お酒をお選びの方
20歳以上です

20歳未満の方および
    の記入がない場合はお酒のお届けができません。
※法人の方はチェック不要です。

ご希望の優待品番号を必ずご記入ください

株主優待
申込番号

株主優待
申込番号

2022年7月31日（日）までに事務局に到着するようご投函ください。

株主さま控えにも「ご希望の優待品」を記入の上、
品物がお手元に届くまで大切に保管してください。

株主さま通信欄 ご意見ご感想があればこちらに記載ください。

第2希望
優待品番号
優待品名

ご記入日 月　　日

2 0 2 2

（　　　　）　　　　ー

第1希望
優待品番号
優待品名

ご記入日 月　　日

2 0 2 2

第2希望
優待品番号
優待品名

第1希望
優待品番号
優待品名

日中ご連絡のとれる
電話番号

ご優待品は、原則株主さまのご登録住所
へお送りいたします。転居等で、ご登録
住所以外への配送をご希望の方は、下の
「株主さま通信欄」へご記入ください。

ご優待品は、株主名簿に登録されたご住所にお届けします。

申込書にご住所、お名前などのご記入は不要です

お酒をご希望の方は必ずチェックをお付けください。
※20歳未満の方、チェックの記入がない場合は、
　お酒のお届けができません。（法人の方は不要です。）

3

お電話番号を必ずご記入ください。1

4

ご希望の優待品番号をご記入ください。
「ふくしまからの贈りもの」宿泊コース（5～10ページ）、
「ふくしまからの贈りもの」特産品コース（11～20ページ）、
「ふくしまからの贈りもの」寄付コース（21～22ページ）、
「別冊カタログ」TSUBASAアライアンス共同企画特産品コース
の中から、ご希望の優待品番号・優待品名を第２希望まで
ご記入ください。

2

090 0000 0000

大和川 弥右衛門
プレミアセット

會津蕎麦詰合せ

3 3D 0 8D

大和川 弥右衛門
プレミアセット

會津蕎麦詰合せ

3 3D 0 8D

優待品番号

D-33
大和川 弥右衛門プレミアセット
合資会社大和川酒造店

優待品番号例 ：『D-33』が優待品番号となります

※電話番号は原則、日中連絡できる番号（携帯電話など）をご記入ください。
※確認のお電話を差し上げる場合があります。

株主のご登録の住所以外へ配送希望の方は、
送付先住所を通信欄にご記入ください。
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福島県宿泊施設ご優待券

5,000円×2枚ご優待
内容

2

4

3

5

1

福島県旅館ホテル生活衛生同業組合

http://www.fukushimaryokan.com/
024-521-1448

【ご利用の範囲】
■ご優待券は、株主さまご本人がご利用にならない場合は、

ご家族さまのほか、どなたでもご利用いただけます。
■ご優待券は、宿泊代金および日帰り入浴代金のほか、その

他「お土産代や館内施設利用料金等」にご利用いただけま
す。（一部ご利用できない施設もございますので、ご利用
前にご確認ください。）

【釣り銭が発生した場合】
■釣り銭はお支払いいたしませんのでご留意ください。
■また、両替等での換金もできません。

【盗難、紛失された場合】
■ご優待券が、盗難に遭われた場合や紛失された場合の再

発行はいたしかねますので、ご了承ください。

【ご利用ができない場合】
■旅行会社やネットエージェント（楽天、じゃらんなど）から

のご予約にはご利用できません。
■ご優待券の有効期限は2023年1月14日（土）までです。有

効期間経過後のご利用はできません。

● 本冊子P7～P9に掲載のご優待券利用対象先一覧よりお選びください。
 また、当行ホームページでもご覧いただけます。

● 当日、ご宿泊または日帰り入浴でご利用する場合は、
 フロントに「福島県宿泊施設ご優待券」を提示し、利用する旨を必ず伝えてください。
● 福島県の宿泊施設で、ごゆっくりとお過ごしください。

● 利用したい宿泊施設に電話等で「予約」をする際は、
 必ず「とうほう株主優待券を利用します」と伝えてください。
● インターネット申込みによる場合は、必ず備考欄に
 「とうほう株主優待券利用」の旨をご入力のうえ、ご予約ください。
● お盆、年末年始等も、ご利用いただけますが、
 念のため事前に宿泊施設へご確認のうえ、ご予約ください。
● 日帰り入浴の場合、ご宿泊と異なり、事前に「とうほう株主優待券利用」の旨を告げる
 必要はございませんが、日帰り入浴がご利用できない施設もございますので、
 予めご確認ください。

● 施設によって、日帰り入浴時間帯が異なりますのでご確認ください。

● お支払いは「福島県宿泊施設ご優待券」に記載された金額を差し引き、ご精算ください。

● 同封の「ふくしまからの贈りもの」申込書に、優待品番号【D-00】をご記入の上、
 お申込みください。事務局よりご優待券を郵送いたします。

宿泊コース

ご注意事項

◎有効期間が経過しますと無効となりますので、ご利用はお早めにどうぞ。

ご優待券のご利用方法

施設を選ぶ

ご利用

ご予約

ご精算

優待券を申し込む

「とうほう株主優待倶楽部」ご優待サービスに関する情報は、ホームページでもご覧いただけます。

株主優待制度「とうほう株主優待倶楽部」の情報
は、当行ホームページ＜株主・投資家の皆さま＞
のトップページよりご覧いただけます。当行ホーム
ページでは「福島県宿泊施設ご優待券」に関する
詳細な情報を掲載しております。

東邦銀行の詳しい情報は

https://www.tohobank.co.jp/

東邦銀行 検索

また、ホームページ内の宿泊施設ご優待券利用
対象先一覧より、福島県旅館ホテル生活衛生同
業組合のホームページおよび福島県観光ホーム
ページにつながりますので、宿泊施設をお選びす
るときなどにご活用ください。

ご宿泊先、温泉地等に関するお問い合せ

ご優待券有効期間

「福島県旅館ホテル生活衛生同業組合」加盟のうち
248先でご利用いただけるご優待券を贈呈します。

優待品番号

D-00

（ご利用前に施設へ日帰り入浴の可否のお問い合わせをお願いいたします。）

[宿泊コースのご案内]

2022年6月15日（水）～2023年1月14日（土）
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天栄村 二岐温泉

天栄村 天栄温泉

福島県宿泊施設ご優待券 利用対象先一覧

福島市 飯坂温泉

福島市 土湯温泉

福島市 高湯温泉

施設名 電話番号No

福島市内
中通り地区 二本松市 岳温泉

郡山市内

郡山市 磐梯熱海温泉

須賀川市

船引町・三春町

猪苗代町　中ノ沢温泉

会津若松市 東山温泉

会津若松市 芦ノ牧温泉

喜多方市

喜多方市 熱塩温泉

柳津町 柳津温泉

下郷町 湯野上温泉

金山町

南会津町

只見町内

檜枝岐村 桧枝岐温泉

猪苗代町 磐梯高原

猪苗代町　翁島温泉

会津磐梯地区

天栄村 羽鳥湖高原ペンション

矢吹町内

天栄村　羽鳥湖高原

白河市

西郷村内

西郷村 新甲子温泉

石川町 石川温泉

石川町 母畑温泉

東白川郡

会津若松市内
会津地区

天栄村 岩瀬湯本温泉

ザ・ホテル大亀
ホテルサンルート福島
ビジネスホテルなりた家
福島リッチホテル
ザ・セレクトン福島
ホテル福島グリーンパレス
ホテルメッツ福島

つたや旅館
福住旅館
なかむらや旅館
ほりえや旅館
旅館千歳
飯坂ホテルジュラク
祭屋湯左衛門
青葉旅館
摺上亭大鳥
喜久屋旅館
双葉旅館
伊勢屋
旅館小松や
旅館湯乃家
松島屋旅舘
新松葉旅館
匠のこころ吉川屋
渓苑花の瀬
おきな旅館
清流の宿 花乃湯
山房月之瀬
御宿かわせみ

はるみや旅館
ニュー扇屋
山根屋旅館
ホテル山水荘
小滝温泉
川上温泉
土湯別邸 里の湯
野地温泉ホテル
新野地温泉 相模屋旅館
鷲倉温泉 高原旅館
幕川温泉 水戸屋旅館

旅館玉子湯
安達屋旅館
吾妻屋
旅館ひげの家
花月ハイランドホテル
静心山荘

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46

47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83

84
85
86
87
88

89
90

91

92

024-522-8989
024-521-1811
024-553-4855
024-521-1711
024-531-1111
024-533-1171
024-523-1515

024-542-3164
024-542-4211
024-542-4050
024-542-2702
024-542-2371
024-541-2501
024-542-2345
024-542-3346
024-542-4184
024-542-3121
024-542-8111
024-542-3131
024-542-2161
024-542-3333
024-542-3155
024-542-2134
024-542-2226
024-542-0800
024-542-3068
024-542-2231
024-542-1000
024-543-1111

024-595-2134
024-595-2014
024-595-2116
024-595-2141
024-595-2020
024-595-2136
024-595-2146
0242-64-3031
0242-64-3624
0242-64-3224
0242-64-3316

024-591-1171
024-591-1155
024-591-1121
024-591-1027
024-591-1115
024-591-1129

93
94
95

96
97
98
99
100
101
102

103

104
105
106
107

108

109

110
111
112

113

114
115

116
117
118
119

120
121
122
123
124
125
126

127
128
129
130
131
132
133
134

135
136
137

138
139
140

141

142
143
144

145
146
147

148
149
150
151

152
153

154
155
156

157
158
159
160

161
162
163

164
165
166
167
168
169

170

171
172
173
174
175

信夫温泉のんびり館
ユースゲストハウス ATOMA
ぬる湯温泉 旅館二階堂

ながめの館 光雲閣
陽日の郷 あづま館
あだたらふれあいセンター
お宿 花かんざし
鏡が池碧山亭
旅籠 ふじ乃
塩沢温泉 青木荘
空の庭リゾート
mt.inn
大玉温泉 金泉閣
アーバンホテル二本松

旅館君好
ホテル蓬莱
郡山温泉
月光温泉クアハイム
チサンホテル郡山
郡山ビューホテル
源田温泉郷 forestバン源田
スターホテル郡山
ホテルバーデン

四季彩一力
萩姫の湯 栄楽館
紅葉館きらくや
あたたかい記憶が宿る 守田屋
離れの宿 よもぎ埜
山城屋旅館
をりふしの宿 昭月
貸切温泉の宿 旅館 深山荘
ホテル華の湯
湯のやど楽山
幻灯庵 月の庭
浅香荘

ホテル虎屋
おとぎの宿米屋

旅館松月
開宝花の湯
四季の宿天瑞
馬場ノ湯温泉 若松屋
さいとうの湯 元湯 上の湯

源泉亭 湯口屋
ひのき風呂の宿分家

天栄湯

大丸あすなろ荘

024-591-1212
024-591-2523
024-591-3173

0243-24-2101
0243-24-2211
0243-24-2226
0243-24-2110
0243-24-2008
0243-24-2225
0243-24-2244
0243-24-2306
0243-24-5234
0243-48-2929
0243-22-1111

024-933-9335
024-922-0064
024-951-1231
024-947-1126
024-923-6711
024-924-1111
024-957-2320
024-934-5221
024-947-7777

024-984-2115
024-984-2135
024-984-2130
024-984-2620
024-984-2671
024-984-2216
024-984-3309
024-984-2648
024-984-3333
024-984-2325
024-984-2301
024-984-3157

0248-76-1121
0248-62-7200

0247-82-0671
0247-82-2521
0247-61-7110
0247-62-2027
024-944-2137

0248-84-2001
0248-84-2314

0248-82-3121

0248-84-2311

柏屋旅館
桂祗荘
旅館ふじや

ペンションスポーツハウスFAN
ふぁみりいペンションもめんのおうち
高原の宿 ペンション 檸檬の木
ペンションサンガーデン
ペンションプルミエール
ペンションメリーキングス
ペンションオペライカ

エンゼルフォレスト那須白河

ホテルニュー日活
山田屋旅館
しらかわ温泉 弁天荘
割烹温泉観音湯

偕楽園

スマイルホテル白河

五峰荘
みやま荘
旅館大黒屋

猫啼温泉 式部のやかた 井筒屋

八幡屋
癒やしの湯 高蔵内源泉

味の宿白洋旅館
那須屋旅館
ルネサンス棚倉
湯岐温泉 山形屋旅館

駅前フジグランドホテル
中町フジグランドホテル
ホテル大阪屋
ホテルタカコー
松島屋旅館
民宿多賀来
大江戸温泉物語あいづ

庄助の宿 瀧の湯
元湯 有馬屋
くつろぎ宿 千代滝
くつろぎ宿 新滝
渓流の宿 東山ハイマートホテル
ホテル伏見荘
会津東山温泉 向瀧
御宿東鳳

0248-84-2316
0248-84-2409
0248-84-2104

0248-85-2588
0248-85-2366
0248-85-2545
0248-85-2319
0248-85-2251
0248-85-2300
0248-85-2608

0248-85-2525

0248-42-3721
0248-46-2818
0248-46-2505
0248-42-2418

0248-22-0141

0248-23-6001

0248-36-2222
0248-36-2001
0248-36-2301

0247-26-1131

0247-26-3131
0247-26-5111

0247-43-1107
0247-46-2010
0247-33-4111
0247-43-1370

0242-24-1111
0242-28-3111
0242-22-5305
0242-27-7117
0242-24-9025
0242-26-6299
0242-22-0600

0242-29-1000
0242-26-2001
0242-26-0001
0242-26-0001
0242-27-6155
0242-27-2944
0242-27-7501
0242-26-4141

会津東山温泉 原瀧
今昔亭
月のあかり

芦ノ牧グランドホテル
大川荘
丸峰観光ホテル

笹屋旅館

ひめさゆりの宿 ゆもとや
熱塩温泉山形屋
帰郷のお宿ふじや

花ホテル滝のや
旅館内田屋
河畔の宿 月見亭

ホテル大坂屋
ホテル大島
藤龍館
こぼうしの湯 洗心亭

玉梨温泉 恵比寿屋
湯倉温泉 旅館鶴亀荘

会津六名館（台鞍地区）
ペンションエンドレス
ペンションフェリチェ

ますや
駅前旅館 只見荘
旅館 みな川
民宿ふる里

旅館ひのえまた
ますや旅館
かぎや旅館

猪苗代ライジングサンホテル（ヴィライナワシロ）
レイクサイドホテル みなとや
猪苗代観光ホテル
ペンション見鳥
ホテルリステル猪苗代 ウイングタワー
御もてなしの宿 悠ゆ亭

玉の湯旅館

露天風呂の宿 花見屋
旅館白城屋
平澤屋旅館
朝日屋旅館
いろり湯の宿大阪屋

0242-26-4126
0242-26-4126
0242-26-8585

0242-92-2221
0242-92-2111
0242-92-2121

0241-22-0008

0241-36-2266
0241-36-2288
0241-36-2121

0241-42-2010
0241-42-2021
0241-42-2348

0241-68-2121
0241-68-2311
0241-68-2888
0241-68-2266

0241-54-2211
0241-54-2724

0241-64-2355
0241-78-5138
0241-78-5890

0241-82-2311
0241-82-2047
0241-82-2161
0241-82-2722

0241-75-2324
0241-75-2034
0241-75-2014

0242-62-4111
0242-65-2111
0242-62-4132
0242-64-3373
0242-66-2233
0242-63-1900

0242-65-2611

0242-64-3621
0242-64-3214
0242-64-3821
0242-64-3111
0242-64-3016
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楢葉町

広野町

双葉町

1単純温泉
体に優しい温泉。アルカリ性単
純温泉は、入浴すると肌が「すべ
すべ」する感触がある。

【適応症】神経痛、筋肉痛、関節痛、五
十肩、運動麻痺、関節のこわばり、う
ちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷
え性、病後回復期、健康増進。

【掲載温泉】飯坂温泉・磐梯熱海温泉・
土湯温泉・湯野上温泉

2塩化物泉
日本では比較的多い泉質。塩分
が主 成 分で、飲用すると塩 辛
い。

【適応症】一般的適応症のほか、切り
傷、火傷、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性
婦人病。

【掲載温泉】いわき湯本温泉・土湯温
泉・岩瀬湯本温泉・東山温泉・芦ノ牧
温泉・日中温泉・中ノ沢温泉

3炭酸水素塩泉
カルシウム：炭酸水素塩泉、マグ
ネシウム：炭酸水素塩泉などに
分類される。

【適応症】一般的適応症のほか、切り
傷、火傷、慢性皮膚病。

【掲載温泉】土湯温泉・日中温泉

4硫酸塩泉
ナトリウム：硫酸塩泉、カルシウ
ム：硫酸塩泉、マグネシウム：硫酸
塩泉などに分類される。

【適応症】一般的適応症のほか、動脈
硬化症、切り傷、やけど、慢性皮膚病。

【掲載温泉】いわき湯本温泉・土湯温
泉・高湯温泉・木賊温泉・中ノ沢温泉・
東山温泉

5含鉄泉
空気に触れると、鉄の酸化が進
み赤褐色になる。

【適応症】一般的適応症のほか、月経
障害、高血圧症。

6硫黄泉
日本では比較的多い泉質。タマ
ゴの腐敗臭に似た特有の臭い
は、硫化水素によるもの。

【適応症】慢性皮膚病、慢性婦人病、切
り傷、糖尿病、高血圧症（硫化水素型）、
動脈硬化症（硫化水素泉）。

【掲載温泉】いわき湯本温泉・土湯温
泉・高湯温泉・木賊温泉・中ノ沢温泉

7酸性泉
口にすると酸味があり殺菌効果
もある。

【適応症】慢性皮膚病、慢性婦人病、切
り傷、糖尿病、高血圧症（硫化水素
型）、動脈硬化症（硫化水素泉）。

【掲載温泉】高湯温泉・岳温泉・中ノ沢
温泉

8放射能泉（ラジウム含有泉）

温泉内の放射能は怖くなく温泉
効果が高い。貴重な温泉です。

【適応症】痛風、動脈硬化症、高血圧
症、慢性胆のう炎、胆石症、慢性皮膚
病、慢性婦人病。

【掲載温泉】母畑温泉

 上記のいずれにも分類できない温泉（冷鉱泉含む）その他 

9含アルミニウム泉
酸性度が高く全国的にも珍しい
泉質。

【適応症】一般的適応症のほか、高血
圧症、動脈硬化症、切り傷、やけど

二酸化炭素泉
全身に炭酸の泡が付着して爽快
感があり、日本では比較的少な
い泉質。

【適応症】一般的適応症のほか、高血
圧症、動脈硬化症、切り傷、やけど。

泉質は温泉地・温泉施設等によって異なります。
温泉別の泉質は「福島県温泉協会」のウェブサイトでご覧いただけます。

http://fukushimaonsen.com/
福島県温泉協会 検索

http://www.fukushimaryokan.com/
福島県旅館ホテル生活衛生同業組合 検索
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全国4位

全国8位

福島県宿泊施設ご優待券 利用対象先一覧

猪苗代町 沼尻温泉

猪苗代町 横向温泉

北塩原村（裏磐梯地区）

相馬市内
浜通り地区

相馬市（松川浦地区）

南相馬市（原町地区）

富岡町

施設名 電話番号No

いわき市（平地区）

いわき市（豊間地区）

いわき市（勿来地区）

いわき市（泉地区）

いわき市（小名浜地区）

いわき市 いわき湯本温泉

スパリゾートハワイアンズ

お断りとお願いについて

176

177
178

179

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

196
197
198

199
200
201
202

203
204
205
206

207
208
209
210

211

212
213

214

御宿万葉亭

田村屋旅館
旅館ひいらぎ

森の旅亭マウント磐梯

ホテル＆リストランテ・イルレガーロ
休暇村裏磐梯
旅館こたかもり荘・プチホテルフォックスワン
磐梯桧原湖畔ホテル
秋元屋旅館
Active Resorts 裏磐梯
裏磐梯グランデコ東急ホテル
裏磐梯ライジングサンホテル
裏磐梯レイクリゾート
BANDAI LAKESIDE GUESTHOUSE
温泉民宿えんどう
小さなホテル 四季の森山荘
ペンションクラシックイン ロビンソン
ペンションそら
ゆ乃宿 湯流里
大塩裏磐梯 米澤屋

ホテルふたばや
相馬ステーションホテル
ホテル西山

なぎさの奏 夕鶴
旅館かんのや
ホテル飛天
海遊の宿はくさん

ホテル丸屋グランド
ホテル西山
庭園の宿 抱月荘
ビジネスホテルTAKAMI ANNEX

富岡ホテル
ホテル芳門
ホテル蓬人館
OKADAYA  HOTEL

楢葉町サイクリングターミナル 展望の宿 天神

フレンテ広野
ホテル双葉邸

ビジネスホテルARM双葉

0242-64-3789

0242-64-3421
0242-64-3235

0242-64-3911

0241-32-3607
0241-32-2421
0241-32-2334
0241-33-2341
0241-32-2222
0241-32-3111
0241-32-3202
0241-32-2311
0241-37-1111
0241-23-8757
0241-34-2233
0241-33-2468
0241-32-3166
0241-37-1840
0241-34-2084
0241-33-2222

0244-36-2241
0244-35-1121
0244-36-5001

0244-38-7111
0244-38-8013
0244-38-7000
0244-32-0893

0244-23-6221
0244-24-3222
0244-23-5826
0244-23-0317

0240-22-1180
0240-22-1807
0240-23-7728
0240-23-7156

0240-25-3113

0240-28-0001
0240-23-6810

0240-23-6040

215
216
217
218
219
220
221
222

223

224
225
226
227
228
229

230

231
232
233
234
235

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

248

江戸川ガーデン
いわきワシントンホテル椿山荘
グランパークホテルパネックスいわき
平ビューホテル
サンライズインいわき
Hotel Apex Resort
パシフィコイーストホテル＆クラブハウス
ホテル高木屋

いわき新舞子ハイツ

ホテルミドリ いわき植田
胡口屋旅館
旅館浦島
旅館中根の湯
ホテルアクセス
勿来温泉 関の湯

小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ

割烹旅館天地閣
三崎ホテル
小名浜第一ホテル
パレスホテル
ホテル花天

心やわらぐ宿 岩惣
伊勢屋旅館
旅館こいと
松柏館
雨情の宿新つた
都人の故郷 住乃江
春木屋旅館
吹の湯旅館
ホテル美里
湯の宿美笹
ホテル浜とく
温泉民宿桜由

ホテルハワイアンズ

0246-34-3656
0246-35-3000
0246-35-5010
0246-24-1111
0246-88-8533
0246-24-5555
0246-23-3412
0246-82-2004

0246-39-3801

0246-62-3737
0246-64-7002
0246-64-7540
0246-89-2186
0246-63-7611
0246-65-1126

0246-56-3311

0246-53-3285
0246-54-2881
0246-54-8800
0246-92-3033
0246-73-0567

0246-42-2135
0246-42-3135
0246-42-2151
0246-42-2141
0246-43-1111
0246-42-2332
0246-43-2724
0246-42-2158
0246-42-2181
0246-43-4511
0246-42-3665
0246-38-4402

0570-550-550

●福島宿泊ご優待券をご利用の際には、ご予約時に「優待券利用」を宿泊施設
にお申し出いただきますようお願い申し上げます。

●ご利用いただける宿泊施設は、変更が生じる場合もございますので、予めご
了承ください。 

●日帰り入浴が出来ない施設もございますので、ご利用の前に予め施設へ可
否のお問い合わせをお願いいたします。 

TOHO Gift from Fukushima   2 0222 022TOHO Gift from Fukushima   2 0222 0229 10



福島県の選りすぐりの特産品を集めた
「うつくしま良品本舗」より特に人気が高い36品

の中から一品をお届けいたします。
（または「別冊カタログ」TSUBASAアライアンス共同企画 特産品コース）

【ご利用の範囲】
■本冊子P.12～P.20に掲載されている特産品（または「別冊

カタログ」に掲載されている特産品）の中からご希望の一品
を贈呈しますので、第1希望・第2希望までお選びください。

【ご希望された特産品について】
■申込書ハガキが事務局到着後、2週間（「別冊カタログ」に

掲載されている特産品は1ヶ月）をめどにお届けします。
※お届け期間限定品を除く。
■ご希望された優待品が天候、メーカー都合によりお届けで

きない場合、ご希望に添えない場合がございます。
■冷蔵便、冷凍便をお選びの場合、一部離島へはお届けでき

ませんのでご注意ください。
■実物と印刷に色味の差が生じる場合がございますので、

予めご了承ください。

【お酒をお申込みいただく場合】
■20歳以上の株主さまのみとさせていただきます。
■申込書の「20歳以上です」欄に必ずチェック□をお願いし

ます。法人の方は不要です。
■チェック□がない場合は事務局よりお電話させていただ

きます。

【賞味期限について】
■製造日または出荷日より残りの日数を表記しております。

【アレルゲン表示について】
■特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳成分、落

花生）を表示し、詰合せされた商品のアレルゲンは一括表
示しております。

【お取替えについて】
■「破損していた」「希望した特産品とは違う」などの場合は、

事務局までご連絡ください。すぐにお取替えいたします。
■その他の理由によるお取替えは、特産品の性質上、ご容赦

ください。

特産品コース

ご注意事項

ご優待
内容

ふくしまからの贈りもの事務局
特産品コースに関するお問い合せ

（株式会社スペースワン内）

受付時間 午前9:00～午後5:00
（土・日・祝日・8月13日～8月15日を除く）

0120-880-442

[特産品コースのご案内]

さつまいもと栗をたっぷり使ってふんわり柔らかく、栗と白あんを練り込み軽く
表面を焼き上げた和風スイートポテト。ふるさとの民話をお菓子にした福島県
の大人気銘菓をみなさまで！

	6個入×9箱
	製造日より16日
	卵・乳成分

優待品番号

D-02
いもくり佐太郎 おまとめセット
岩代家敷大王

常温便

福島銘菓「栗本陣」。風味豊かな1粒栗を時間をかけてゆっくり炊き上げた自
家製こし餡と最上級羽二重粉と白玉粉を練り込んだ絹の様に柔らかい白玉の
お餅で包みました。

	栗本陣15個入×3箱
	出荷日より20日
	乳成分

優待品番号

D-01
栗本陣
ニュー木村屋

常温便

「あかつき桃」と県産米粉を使ったなめらかなクリーム入りのザクザク食感の
クッキーシュー。桃香料不使用で上品な甘さを皆様でお召し上がりください。

	60g×32個
	製造日より冷凍180日（解凍後2日）
	小麦・卵・乳成分

優待品番号

D-04
もものシュークリーム「桃

ももか
香」 

株式会社栄楽館 ホテル華の湯

挽きたて深煎り豆をドリップして作ったコーヒーゼリー、福島県産完熟トマトと
りんごのゼリー。6種の美味しさがギュッと詰まったフルーツジャムをお届けし
ます。

	コーヒーゼリー6個／トマトゼリー6個／りんごゼリー6個／ジャム	190g×6個（	桑
の実／いちじく／もも／ゆず／いちご／トマト）

	製造日より365日

優待品番号

D-03
厳選ゼリーと福島県産果実ジャムセット
明陽食品工業有限会社

常温便 冷凍便

	7大アレルゲン：えび、かに、小麦、そば、卵、乳成分、落花生を表記しています。 ※写真はイメージです。パッケージデザインは変更になる場合がございます。 ◎お酒は20歳になってから。 常温便  常温便にてお届けいたします。　 冷蔵便  クール冷蔵便にてお届けいたします。　 冷凍便  クール冷凍便にてお届けいたします。11 12



至福のひとときをもたらす福島牛。A4・A5クラスの甘くとろけるような福島牛
を囲んでしゃぶしゃぶ、すき焼きはいかがですか？冷しゃぶにもオススメしま
す。

	福島牛モモ肉または外モモ肉850g
	製造日より30日

優待品番号

D-10
福島牛 モモ肉うす切り
株式会社いとうフーズ

冷凍便

自然豊かな土地で育った会津のコシヒカリは、炊き上がりのつや、甘みと粘り
が抜群です。日本穀物検定協会による全国食味ランキングでは、過去何度も
最高ランクの食味値「特A」に認定されています。

	【令和３年産】白米5kg×5袋
※商品到着後はお早めにお召し上がりください。また冷暗所での保管をおすすめします。

	精米日より60日

優待品番号

D-06
生産履歴付き会津産コシヒカリ
有限会社猪俣徳一商店

常温便

会津産玄そばを自家製粉した挽きたてのそば粉を使用し、北海道産の小麦粉
と香川県産の塩、会津の水を使用したオール国産原料の「ワンランクアップ」
の太めのそば。そばの里会津らしい太めの田舎風そばに仕上げました。めんつ
ゆ付きでお手軽にお楽しみいただけます。

	詰合せ(會津蕎麦90g4束×2袋／めんつゆ41ml	4袋)×6セット
	製造日より365日
	小麦・そば

優待品番号

D-08
會津蕎麦詰合せ
会津製麺工業有限会社

常温便

自然豊かな土地、清らかな水、美しい空気で育った奥会津産コシヒカリ。炊き上
がりのツヤ、甘みと粘りが抜群です。米麹を通常の1.5倍と贅沢に使用した15
割麹の「こだわりみそ」・青豆の風味と深いコクの「青豆みそ」をセットにしまし
た。無添加、国産原料100％、昔ながらの本当の味噌を是非ご賞味ください。

	【令和3年産】白米15kg／青豆みそ・こだわりみそ	800g×各1個
※お米到着後はお早めにお召し上がりください。また冷暗所での保管をおすすめします。

	米：精米日より60日／味噌：製造日より180日

優待品番号

D-07
奥会津産コシヒカリとこだわりみそセット
目黒麹店

常温便

サーロインのとろける美味しさ、肉のコクと良質な脂。「サー」の称号にふさわ
しい牛肉の最高峰サーロインを「すき焼き」でお召し上がりください。

福島県郡山市の自然の中で、肥育農家の情熱と愛情をうけて大切に育てられ
た『黒毛和牛雌牛の郡山産うねめ牛』。その中でもＡ５等級のみを厳選し使用
したローストビーフ。一つ一つ手作業で丹念に味付けしじっくり焼き上げたこ
だわりの逸品です。口に入れた瞬間しっとりとまろやかな旨味が広がります。

	黒毛和牛サーロイン510g
	製造日より5日

※必ずお受取頂けるお日にちを投函日より14日以降で申込みハガキ通信欄にご記入ください。

	黒毛和牛（福島県産）モモ肉320g／ローストビーフソース1本
	出荷日より14日
	小麦

優待品番号 優待品番号

D-11 D-12
極上すき焼き用 特選黒毛和牛サーロイン 福島県郡山産ブランド「うねめ牛」A5等級牛ももローストビーフ
新鮮肉市場フレスコ 桜八

冷蔵便 冷凍便

植物油を使用しない手延べ製法で仕上げためん。めんつゆ、えごまつゆ、肉味
噌たれと3通りの味が楽しめます。

	詰合せ1：手縒めん各種180g(細めん4束・太めん2束・そば2束・うどん2束)／めんつゆ30ml×6／えごまつ
ゆ30g×6	
詰合せ2：めん各種180g(手縒うどん・桜めん・よもぎめん・柚子めん×各2)／めんつゆ30ml×5／肉味噌たれ50g×3

	製造日より300日
	小麦・そば

優待品番号

D-09
手縒めん 彩り詰合せ
有限会社やない製麺

常温便

ふくしまのお米を使用したグルテンフリーのバウムクーヘンです。焼きたてを小さく再現した【福
織】と手のひらサイズの【ごえんバウム】。さらに、発酵バターの風味ともちもち食感が特徴の【福の
かけ橋】の3種類をセットにしました。ソフト焼きとハード焼きの2種類をお楽しみいただけます。

	福織（プレーン）900g×1個（直径10cm×高さ30cm）／ごえんバウム（プレーン）55g×12個
（直径6.5㎝×高さ3㎝）／福のかけ橋330g×1個（直径12㎝×高さ6㎝×奥行き12㎝）

	出荷日より14日
	卵・	乳成分

優待品番号

D-05
お米のバウムクーヘンセット 雅
バウムラボ樹楽里

冷蔵便

	7大アレルゲン：えび、かに、小麦、そば、卵、乳成分、落花生を表記しています。 ※写真はイメージです。パッケージデザインは変更になる場合がございます。 ◎お酒は20歳になってから。 常温便  常温便にてお届けいたします。　 冷蔵便  クール冷蔵便にてお届けいたします。　 冷凍便  クール冷凍便にてお届けいたします。13 14



厳選した福島県産豚を使用したジューシーなとんかつと、しゃぶしゃぶ用お肉
のボリューム満点の詰め合わせセットです。

	ロースカツ約160g×10枚／ヒレカツ約50g×16枚／しゃぶしゃぶ用500g×2パック
	製造日より180日
	小麦・乳成分

優待品番号

D-15
福島県産豚詰合せ
株式会社日畜フード

冷凍便

会津地鶏の旨味、歯ごたえをやきとりでお楽しみください。

	会津地鶏もも串(40g×3本)8袋／むね串（40g×3本）6袋／やきとりのたれ100g
／会津山塩10g

	製造日より365日
	小麦

優待品番号

D-16
会津地鶏やきとりセット
株式会社会津地鶏ネット

冷凍便

「国産やまと豚」を使用し、ドイツの製法を守り時間をかけて作られています。
布巻ロースハムのしっとりとした食感とドイツDLGコンテストで金賞を受賞し
た人気のベーコンは特におすすめです。

	ホワイトロースハム360g／ポークパストラミ250g／ポークソーセージ350g／布
巻ロースハム500g／ベーコン350g

	製造日より25日
	小麦

優待品番号

D-17
都路ハムセット 
株式会社ハム工房都路

冷蔵便

湯せんするだけで簡単に調理できる、金目鯛、かれい、きんきなどの人気の煮魚詰
合せと銘酒「奥の松」の大吟醸酒粕に約72時間漬込み熟成させた粕漬のセット。

いわき沖で獲れた沿岸ものの伊勢えびを、浜から直送でお届けします。引き締まっ
た身は、干物にすることによってさらに味が凝縮され、プリプリとした食感と旨み
が味わえます。

	煮魚詰合せ極：煮魚８切（なめたかれい／子持なめた／きんき／天然ぶり／さめか
れい／からすかれい×各1切・金目鯛×2切）	奥の松大吟醸粕漬セット：粕漬／金目鯛／さ
わら／紅鮭／銀たら	※季節により商品内容が異なる場合がございます。

	出荷日より30日
	小麦

	2尾
※限定30セット		無くなり次第終了となります。

	製造日より180日

優待品番号 優待品番号

D-19 D-20
煮魚詰合せ極と奥の松大吟醸粕漬セット 伊勢エビの干物
株式会社おのざき 有限会社カナリシーフーズ

冷凍便 冷凍便

数量
限定

鮮度が良好で美味しい魚種を厳選し中央水産オリジナルの漬込調整液に熟
成本漬したセットで、バラエティーに富んだ味をお楽しみいただけます。

	銀たら西京漬／キンキたてじお／本さわら柚子みそ／赤魚本かす漬／銀鮭こうじ漬
／山漬塩鮭切身	各3切(計18切)

	出荷日より60日

優待品番号

D-18
特選美味漬魚セット
中央水産株式会社

冷凍便

創業140余年老舗旅館「庄助の宿 瀧の湯」人気板前メニュー庄助酒彩吟醸漬。契約牧場等で大切
に肥育されている奥会津牛のA4～A5ランクの上質な黒毛和牛を調理長が厳選。自家醸造味噌と
特製酒粕、吟醸酒をブレンドした特製の漬けダレに漬け込みました。柔らかな肉がより柔らかく、ほ
のかに香る酒粕の香りと味噌のコクが後引く美味しさです。贅沢な旅館の味を是非ご賞味ください。

	奥会津牛ロース100g×2／奥会津牛モモ100g×2	(計400g）
	製造日より90日

優待品番号

D-14
庄助酒彩吟醸漬 プレミアム會津べこ
庄助の宿 瀧の湯

冷凍便

郡山ブランド「うねめ牛」と福島ブランド「エゴマ豚」が味わえるよくばりなスラ
イスセットです。

	うねめ牛モモ700g／エゴマ豚ロｰス700g
	製造日より30日

優待品番号

D-13
うねめ牛・エゴマ豚よくばりスライスセット
株式会社鈴畜中央ミ－ト

冷凍便

	7大アレルゲン：えび、かに、小麦、そば、卵、乳成分、落花生を表記しています。 ※写真はイメージです。パッケージデザインは変更になる場合がございます。 ◎お酒は20歳になってから。 常温便  常温便にてお届けいたします。　 冷蔵便  クール冷蔵便にてお届けいたします。　 冷凍便  クール冷凍便にてお届けいたします。15 16



若喜商店の人気商品｢だし醤油｣720mlを6本セットにしました。塩分が控えめな天
然だしは、生卵、卵焼き、納豆などにかけて美味しい調味料になります。また、薄めて
も、天つゆ、麺つゆ、として応用が広く使えます。使い出すとやみつきになりそうです。

	720ml×6本
	製造日より547日
	小麦

優待品番号

D-24
若喜商店 だし醤油セット
有限会社若喜商店

常温便常温便

国産原料だけで仕込んだ糀たっぷりの田舎みそと、木桶で仕込んだ諸味を加
えたまろやかな風味の二年もろみ醤油の詰合せです。

	味噌醤油詰合せ（田舎みそ500g×4個／二年もろみ醤油500ml×2本）×5セット
	製造日より：みそ180日／醤油365日
	小麦

優待品番号

D-23
根田醤油 味噌醤油詰合せ
根田醤油合名会社

常温便

7種類以上のトマトを独自ブレンドしたプレミアムトマトジュースです。トマト
ジュースとは思えない甘さと濃厚さをご賞味ください。

	500g×6本
	製造日より730日

優待品番号

D-26
Wonder Red プレミアムトマトジュース
株式会社ワンダーファーム

常温便

福島県最南端の矢祭町にある自家焙煎珈琲香坊より、美味しいと評判の矢祭の
水と、珈琲香坊オリジナルブレンドで作った「やまつり冷んやり珈琲」と、簡単に美
味しいコーヒーが作れる「ダンクコーヒーバッグ」、店主がコーヒー農園に出向き
仕入れたコーヒー豆オリジナルブレンド4種を粉に挽いてお届けいたします。

	やまつりの冷んやり珈琲1000ml×2本／ダンクコーヒーバッグ×6袋／やまつりブ
レンド（浅煎）・香坊ブレンド（中煎）・つつじが丘ブレンド（深煎）・季節のブレンド	各150g

	冷んやり珈琲・コーヒーバッグ：製造日より365日／コーヒー豆：出荷日より90日

優待品番号

D-25
珈琲香坊セット
珈琲香坊

常温便

旨味があふれる爽やかな酸味のにしんの山椒漬とほろりと柔らかく炊き上げ
た甘辛の棒たら甘露煮、蕎麦にもオススメのにしんの甘露煮。会津の郷土料
理を贅沢にお召し上がりください。

	にしん山椒漬250g・棒たら甘露煮150g・にしんの甘露煮2本入	各3個
	製造日より14日
	小麦

優待品番号

D-21
にしん山椒漬と棒たら甘露煮セット
株式会社二丸屋山口商店

冷蔵便

おいしい東北パッケージデザイン展2018優秀賞・ふくしまベストデザインコン
ペティション2019-20パッケージデザイン部門ブロンズ受賞！三大こけし発祥
地「土湯こけし」をデザインした可愛らしいボトルのジュースセット。

	フルーツおまかせ（りんご／もも／さるなし／ラ・フランス）	500ml×10本	
※季節毎に搾汁しますので、お申込時期によっては同一商品が10本入る場合もございま
す。

	製造日より365日

優待品番号

D-27
ふくしぼりジュースセット
有限会社くだもの畑

常温便

パンケーキやはちみつレモンドリンクに、さらりとした上品な風味の「アカシ
ヤ」。仲秋の名月の頃に咲く花々の蜜を集めた「仲秋の百花蜜」はそのままス
プーン一杯を食していただくことをオススメします。

	天然アカシヤ蜂蜜・仲秋の百花蜜	1kg×各1個
	製造日より730日

優待品番号

D-22
国産天然蜂蜜
株式会社渡辺養蜂場

常温便

ヨーロッパの麦や吾妻山の美味しい伏流水で仕込み、国内外のコンテストで
数々の賞を受賞。出来立て地ビールのテイストをご堪能ください。ビールをさら
に美味しくする燻し卵とオリジナルグラスをセットにしました。

	飲み比べセット330ml×14本／グラス2個／いぶし卵2パック
	製造日より90日
	卵

優待品番号

D-28
福島路ビール 厳選セット
有限会社福島路ビール

冷蔵便

	7大アレルゲン：えび、かに、小麦、そば、卵、乳成分、落花生を表記しています。 ※写真はイメージです。パッケージデザインは変更になる場合がございます。 ◎お酒は20歳になってから。 常温便  常温便にてお届けいたします。　 冷蔵便  クール冷蔵便にてお届けいたします。　 冷凍便  クール冷凍便にてお届けいたします。17 18



400年を超える職人伝承の技、会津研出蒔絵。福島県の県鳥キビタキの絵柄
は会津の女性デザイナーがデザインしました。気品高いボールペンです。

	1本	
PILOTカスタム74：全長137mm最大径13mm芯太0.7mm	キャップスライド方式

優待品番号

D-36
會津蒔絵ボールペン（キビタキ）
株式会社栄町オサダ

常温便

1997年の第14回日本陶芸展において日本陶芸展賞、2003年に文部科学大
臣賞を受賞した八代目当主 宗像利浩作「利鉢（としばち）」。地元の自然灰と
銅の窯変によって鈞窯の色彩を出しました。

	1点
径18.8cm×高5cm

優待品番号

D-35
鈞窯利鉢
有限会社宗像窯

常温便

無農薬栽培米山田錦使用。農家が命を懸けて育てた米を杜氏が魂を込めて醸
したお酒「純米大吟醸いのち」と香り高い「純米大吟醸弥右衛門」の最上級詰
め合わせ。

	純米大吟醸いのち／純米大吟醸弥右衛門	720ml×各1本

優待品番号

D-33
大和川 弥右衛門プレミアセット
合資会社大和川酒造店

常温便

自社農園のバラをプリザーブドフラワーに加工するところまで、ひとつひとつ
丁寧に手作りし、専属のデザイナーが豪華にアレンジメント。クリアケースに入
れて、お届けいたします。

	バラのプリザーブドフラワー10輪
他の花材を加え、華やかに仕上げます

優待品番号

D-34
プリザーブドフラワー
にこにこバラ園株式会社

常温便

磐梯山の伏流水、本場ドイツのモルトとホップを使用した厳選地ビール5種と、
ビールとの相性を考えて作られたソーセージのセット。ラベルの1・7・8・4・6は

「いなわしろ」を表しています。

	ピルスナー・ヴァイツェン・ラオホ・ゴールデンエンジェル・ブラウンヴァイツェン	330ml
×各2本（計10本）／オリジナルソーセージ2種：あらびき胡椒・とろけるチーズ	各2袋

	出荷日より：ソーセージ14日／ビール45日
	小麦・卵・乳成分

優待品番号

D-29
猪苗代地ビールと粗挽ソーセージ
猪苗代地ビール館

冷蔵便

仕込み水に、郡山の水と阿武隈山系の澄んだ中硬水を使用。蔵元蔵人が魂を
込め手塩にかけて醸造した、華やかな香りと芳醇でキレのある味わいが特徴
です。

	1,800ml

優待品番号

D-31
雪小町 大吟醸 蔵元入魂の雫
有限会社渡辺酒造本店

常温便常温便

全国新酒鑑評会金賞常連酒。山田錦を35%まで磨き醸した大吟醸酒で、1850
年から続く末廣の酒造りを余すところなく活かした珠玉の一品。立ち昇る華や
かな果実様の香り、澄んだ口当たりと奥行きのある味わいをご堪能ください。

	1,800ml

優待品番号

D-32
末廣 大吟醸 玄宰
末廣酒造株式会社

常温便常温便

創業者の名を冠し、酒造りの粋を集め鑑評会用に仕込む、杜氏入魂の逸品。
上品で優雅な果実のような香りと綺麗な旨味、後味の長い余韻が特徴です。

	1,800ml

優待品番号

D-30
榮川 純米大吟醸 榮四郎
榮川酒造株式会社

常温便

	7大アレルゲン：えび、かに、小麦、そば、卵、乳成分、落花生を表記しています。 ※写真はイメージです。パッケージデザインは変更になる場合がございます。 ◎お酒は20歳になってから。 常温便  常温便にてお届けいたします。　 冷蔵便  クール冷蔵便にてお届けいたします。　 冷凍便  クール冷凍便にてお届けいたします。19 20



当行が株主さまに代わり、「日本赤十字社福島県支部」、「福島県（ふる
さとふくしま応援寄附金）」、「ふくしまこども食堂ネットワーク」に優待
特典相当の額（10,000円）を寄付するコースです。寄付コース

■寄付コースを選択された株主さまについては、当行が株主
さまに代わり寄付をおこないますので、株主さまから現金
をお振込みいただくものではございません。

■寄付は当行がおこないますので、株主さまへの領収証の
発行はいたしかねます。

ご注意事項

ふくしまこども食堂ネットワーク 

福島県（ふるさとふくしま応援寄附金）

日本赤十字社福島県支部

優待品番号

D-81

優待品番号

D-82

優待品番号

D-83

お申込み用紙に上の優待品番号をご記入ください。

お申込み用紙に上の優待品番号をご記入ください。

お申込み用紙に上の優待品番号をご記入ください。

https://peraichi.com/
landing_pages/view/gi5qo

ウェブサイト

ふくしまこども食堂ネットワーク株主さまの
ご優待特典で、
ふくしまを応援。

当行は、ふるさと「ふくしま」の
復興支援とともに、将来を担う子どもたちの
成長を応援するため、株主さまとともに
株主優待制度を通じた
社会貢献を実施いたします。

https://www.jrc.or.jp/
chapter/fukushima/

ウェブサイト

日本赤十字社福島県支部

https://www.pref.fukushima.lg.jp/
sec/01115d/zeimu153.html

ウェブサイト

福島県（ふるさとふくしま応援寄附金）
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よくあるご質問2よくあるご質問1

ふくしまからの贈りものに関するご質問

Q 電話での申込みはできますか？
A 申し訳ありませんが、できません。

申し訳ありませんが、今回、お送りした「ふくしまからの贈り
もの」申込書ハガキのみにて受け付けさせていただいており
ます。

Q お申込み期限2022年7月31日を過ぎてしまったら、
申込みはできませんか？

A 期限経過後のご注文はお受けできません。
2022年7月31日（日）まで事務局へ到着するようお早めにご
投函をお願いいたします。

Q 友人あてに送って欲しいのですが
 可能ですか？
A お届けは株主さまご本人さまあてのみと
 させていただきます。

Q 配送日時の指定はできませんか？
A 配送日時のご指定はお受けできません。

申込書ハガキが 事務局到着後、２週間（「別冊カタログ」
TSUBASAアライアンス共同企画特産品コースは1ヶ月）を
めどにお届けいたします。

Q 届いた品の傷み、破損等については
 どうすればよいですか？
A 破損、汚れ、内容相違などの場合は
 すぐにお取替えいたします。

ふくしまからの贈りもの事務局まで、お早めにご連絡くださ
い。特産品の性質上、その他の理由によるお取替えはご容赦
願います。また、特産品到着後７日以上経過した場合はお取
替えをお受けできませんのでご了承ください。

Q 特産品の届け先を書かなくてよいのですか？
A 大丈夫です。

原則、今回お届けした株主さまご優待カタログの送付先ご住
所へのお届けとなります。

Q 領収書は発行されますか？
A 寄付は当行が行いますので、株主さまへの
 領収書の発行はいたしかねます。

Q 長期旅行に出るので特産品を
 受け取れないのですが？
A 申込書ハガキの「株主さま通信欄」に
 その旨をお書きください。

ふくしまからの贈りもの事務局より発送時期確認のご連絡
をいたします。

Q 申込書に住所・名前の記入欄がありませんが
　 大丈夫ですか？
A 大丈夫です。

優待品は、株主名簿に登録されたご住所、株主ご本人さまあ
てにお届けいたします。申込書にご住所、お名前のご記入は
不要です。緊急時のご連絡先として電話番号は必ずご記入
いただきますようお願いいたします。

Q 申込書ハガキ、優待カタログを
 紛失してしまったのですが？
A ご連絡ください。

ふくしまからの贈りもの事務局（ 　 0120-880-442）までお
電話にてご連絡ください。ご本人様確認をさせていただい
た後、再発行をし届け出いただいているご住所に郵送いたし
ます。
再発行後は以前の申込書ハガキが見つかっても、再発行した
申込書ハガキのみ有効となります。

寄付コースに関するご質問

Q 寄付コースを選びましたが、寄付金は、所得税、
相続税等の税制上の優遇措置がありますか？

A 優遇措置はございません。
寄付コースを選択された株主さまについては、当行が株主さ
まに代わり、「日本赤十字社福島県支部」「福島県（ふるさとふ
くしま応援寄附金）」「ふくしまこども食堂ネットワーク」に寄
付を行うものですので、株主さまから現金をお振り込みいた
だくものではないため、税制上の優遇措置はございません。

宿泊コースに関するご質問

Q 宿泊施設に予約するにはどうしたらいいですか？
A ご希望の宿泊施設へ直接ご連絡ください。

利用できる宿泊施設（P7～P9掲載）にお電話、もしくはイン
ターネットを使ってご予約ください。詳しい手順については、6
ページの「ご優待券のご利用方法」 3.ご予約をご覧ください。

Q インターネットで宿泊施設を予約する場合、
 どうすればよいですか？
A インターネットで予約する場合でも
 ご優待券はご利用できます。

当該宿泊施設のサイトからお申込みいただく際、備考欄等に
「とうほう株主ご優待券」を利用する旨を入力してください。
ただし、旅行会社やネットエージェント（楽天、じゃらんな
ど）経由のご予約にはご利用できません。もし、当該宿泊施
設のサイトに備考欄等がない場合は、恐れ入りますが電話
にて宿泊施設へご利用の旨をお伝えください。

Q 配送先住所を変えることはできますか？
A ご変更いただけます。

「ふくしまからの贈りもの」申込書ハガキの「株主さま通信欄」
にお届け先住所をご記入の上、お送りください。なお、株主名簿
の住所変更については証券会社へ直接ご依頼ください。

特産品コースに関するご質問

Q 自分名義分のご優待券と家族名義分の
 ご優待券を一人で合算して利用できますか？
A ご利用できます。

例えば、ご本人のご優待券5千円とご家族のご優待券5千円
を合算して、お一人で1万円のご優待として利用することが
できます。あらかじめご利用される宿泊施設へご確認をお
願いします。

Q ご優待券の有効期間が2023年1月14日までと
なっていますが、仮に2023年1月14日に一泊す
ることに利用できますか？

A ご利用できます。
2023年1月14日のご宿泊分までご利用いただけます。

Q 福島県宿泊施設ご優待券を紛失しました。
 再発行はできますか？
A 申し訳ありませんが、再発行はできません。

ご優待券は再発行いたしかねますので、盗難・紛失に十分ご
注意ください。

Q 特産品が届かないのですが？
A 事務局までご連絡ください。

早急にお調べいたしますので、お手元の株主さま控えをご用
意の上、申込書ハガキの投函日をふくしまからの贈りもの事
務局まで電話にて、ご連絡ください。

Q 福島県宿泊施設ご優待券は
 家族が利用できますか？
A ご利用できます。

ご本人さまがご利用いただけない場合は、ご家族さまのほ
か第三者の方へお譲りいただきご利用いただけます。
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よくあるご質問

TSUBASAアライアンス共同企画に関するご質問

ご投函前のご確認・お問合せ先のご案内

お問合せ先のご案内

午前9:30～午後4:30（土・日・祝日を除きます）

福島県旅館ホテル生活衛生同業組合

024-521-1448 有料

【ふくしまからの贈りもの】宿泊コース

午前9:00～午後5:00（銀行休業日を除きます）

東邦銀行ハローサービスセンター

株主さまご優待サービス全般

0120-14-8656 無料

午前9:00～午後5:00（土・日・祝日・8月13日～8月15日を除きます）
0120-880-442 無料

【ふくしまからの贈りもの】特産品コース・【別冊カタログ】TSUBASAアライアンス共同企画 特産品コース

ふくしまからの贈りもの事務局　
TSUBASAアライアンス共同企画事務局
（株式会社スペースワン内）

最後に…申込書にご記入漏れはございませんか。

電話番号

当日まで事務局に到着するようご投函ください。
お申込み期限

ご希望のコース・商品の優待品番号と優待品名を第2希望まで記入

ご投函前のご確認

※電話番号は原則、日中連絡できる番号（携帯電話など）をご記入ください。

「ふくしまからの贈りもの」宿泊コース D-00をご記入
「ふくしまからの贈りもの」特産品コース
「ふくしまからの贈りもの」寄付コース

D-01～D-36
D-81～D-83

「別冊カタログ」TSUBASAアライアンス共同企画特産品コース D-90～D-97

日2022年7月31日
 お酒をご希望の場合は年齢チェック□

Q TSUBASAアライアンスとは何ですか？
A TSUBASA金融システム高度化アライアンス

（TSUBASAアライアンス）は、フィンテックを
はじめ先進的なＩＴ技術を調査・研究するため
に発足した枠組みで、現在、当行、　　　　　　
千葉銀行（千葉県）、第四北越銀行（新潟県）、中国銀行（岡

山県）、伊予銀行（愛媛県）、北洋銀行（北海道）、武蔵野銀行
（埼玉県）、滋賀銀行（滋賀県）、琉球銀行（沖縄県）、群馬銀行
（群馬県）の10行が加盟しています。
人材交流やお客さまの海外進出支援などにも連携分野を広
げております。

Q TSUBASAアライアンス共同企画に参加している銀
行が当行のほか、5行（千葉銀行・第四北越フィナンシャルグ
ループ・中国銀行・伊予銀行・群馬銀行）なのは、なぜですか？

A 今回の企画への参加は各銀行の独自の判断に
 基づき決定しております。
TSUBASAアライアンス加盟行では幅広い分野で連携を進
めていますが、各行が携わる連携項目はそれぞれ異なってお
ります。

Q 「ふくしまからの贈りもの」特産品コースと
 「別冊カタログ」TSUBASAアライアンス共同企画

特産品コースで2つ優待品がもらえますか？
A 一品を贈呈いたします。
「ふくしまからの贈りもの」特産品コースまたは「別冊カタロ
グ」TSUBASAアライアンス共同企画特産品コースの中から
一品をお選びください。

Q 「別冊カタログ」TSUBASAアライアンス共同企画
特産品コースを申込むには、どうすればよいので
すか？

A 申込み方法は「ふくしまからの贈りもの」
 特産品コースと同じとなります。
ふくしまからの贈りもの申込書に、ご希望の優待品番号をご
記入の上、ご投函ください。

Q 第1希望は「別冊カタログ」
 TSUBASAアライアンス共同企画特産品コース、
 第2希望は「ふくしまからの贈りもの」
 特産品コースとすることはできますか？
A できます。
希望順番が逆の第1希望が「ふくしまからの贈りもの」特産品
コース、第2希望が「別冊カタログ」TSUBASAアライアンス
共同企画特産品コースでも可能です。

Q 申込みから品物到着まで、どのくらいかかりま
すか？

A お届け期間限定の品物を除き、約1ヶ月でお届け
します。

Q 数量限定となっている場合、
 数量が限定量に達した場合はどうなりますか？
A 第2希望の品物を贈呈いたします。
数量限定の品物は先着順となります。申込みが限定数量に
到達した場合は、第２希望の品物を贈呈いたします。第２希
望の品物も限定数量に到達した場合は、事務局より電話連
絡をさせていただきます。
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