
■ 申込期限 ■ 2022年10月31日必着

 2 0 2 2 年 8月吉日

代表取締役社長  坂田  宏

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

当社では、株式をご購入・ご所有されている株主の皆様へ感謝の意を込めまして

所有株数に応じた株主優待を実施しております。

昨年度、株主の皆様からいただきましたご意見等を踏まえ、

より多くの株主の皆様にご利用いただけるよう、新たな商品を追加いたしました。

本ご案内をご覧頂き、ご利用下さいますようお願い申し上げます。

今後とも、社業の発展に努め、企業価値の向上を図って参りますので、

引き続き変わらぬご愛顧とお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。　

2 0 2 2 年度

［株主優待のご案内］

※一部商品は9月30日必着のお申し込みとなります。

ご優待商品  お申し込みのご案内

当社の株主優待は、2022年5月31日現在の株主名簿に記載された1単元（100株）以上を
所有されている株主様を対象に、所有株数に応じた商品コースの中からお好みの商品を
１点お選びいただける選択制となっております。

各コースの商品詳細につきましては、本カタログの裏面をご覧下さい。

❶ 株主様ご本人の情報欄をご確認下さい。※上記はCコースのお申し込みはがきの見本です。

❷ 「商品選択欄」に、ご希望の商品、1つに○をご記入下さい。なお、複数○をご記入された場合は、選択いただいた

　  商品のうち、いずれか1つの商品をお届けさせていただきます。

　  また、「お客様用控えご記入欄」へのご記入もお願いいたします。 ※商品到着まで大切に保管して下さい。

❸ 商品のお届け先が異なる場合は、「ご希望お届け先」に、お届け先様のお名前、ご住所、お電話番号をご記入下さい。

❹ 商品についてのお問い合わせは「株主番号」をご用意のうえ「サカタのタネ 株主優待事務局」までお願いします。

申込専用はがき記入例 ※「申込専用はがき」ご記入に当たってのご注意事項
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株主様ご本人の情報 下記のご住所以外にお届け希望の場合は、「上記ご希望お届け先住所」へご記入下さい。
※株主ご本人様住所と商品のお届け先住所が異なる場合のみご記入下さい。
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株主番号

お客様用控えご記入欄
※商品到着まで大切に保管して下さい。

商品選択欄
※ご希望の商品、
1つに○を
ご記入下さい。

2022  年　　　    月　　　   日Cコース申込専用はがき ※ご投函する日付をご記入下さい。

株主ご本人様住所と商品の
お届け先住所が異なる場合 5319

5320

5321

5322

5323

5324

5325

オリジナル球根セット C

東京［レ ロジェ エギュスキロール］
プレミアムアイスギフト

神奈川［重慶飯店］ 
ジャック 飲茶料理セット5種
［鹿児島・牛一］
鹿児島県産黒豚
ソーセージ・ベーコン詰合せ
神奈川［三浦三崎］
漬けまぐろとすきみセット

神奈川県産 銘柄牛  
すき焼き食べ比べ

北海道産 
ゆめぴりか 新米（5㎏）

5319

5320

5321

5322

5323

5324

5325

坂田 花子
サカタ ハナコ

12345678

坂田　太郎 様

2 2 4－0 0 4 1  
横浜市都筑区仲町台 2丁目7番1号

*1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678

224 0041 神奈川 ○
横浜市都筑区仲町台2-7-1

045 123 4567

❶

❹

❸
❷8 1

○

○

❷

バーコード

二次元
コード

※赤の文字がご記入いただく内容の一例です。（❸は商品のお届け先が異なる場合のみ）

■ご優待商品 各コースのご案内

10 0株から
299株所有

300株から
999株所有

1,000株
以上所有

Aコース商品 Bコース商品 Cコース商品

ご注意

お知らせ

● お申し込み後の取り消し及び変更はできません。 また、商品のお届け日時の指定はできません。
● お預かりしました個人情報は、株主優待及び当社ＩＲ関連のご案内以外の目的には一切使用いたしません。
● 掲載商品につきましては、カタログ掲載商品の仕様およびパッケージは変更になる場合がございますので、
　 予めご了承下さいませ。カタログ掲載商品につきましては、熨斗がけ・包装等は承れません。
● 商品のお届けは日本国内に限らせていただきます。なお、産地から直送する商品については、離島などの
　 一部地域で配送ができない場合がございますので、予めご了承下さいませ。   

〒224－0041  神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

お問い合わせ先

■企業及びIR情報に関するお問い合わせ先

045-945-8800
株式会社 サカタのタネ 本社代表

受付時間 / 9：00～17：30（但し、土日祝日・年末年始を除く）

■株主優待に関するお問い合わせ先

サカタのタネ 株主優待事務局

受付時間 / 9：00～17：00（但し、土日祝日、8/13～16を除く）
0120-111-301フリーダイヤル

商品のお申し込み期限とお届け時期

2 0 2 2 年1 0 月3 1 日〈必着〉
※【5101】【5210】【5319】球根セットは9月30日必着のお申し込みとなります。

商品の
お届けに
ついて

株主優待お申し込み方法

3

4

2

1 同封の「期末配当金計算書」に記載の所有株数に応じた商品コースを
ご確認下さい。

裏面の株主優待商品カタログより、株主様の所有株数に応じた商品
コースの中からお好きな商品を1点お選びいただき、申込専用はがきの
「商品選択欄」に○印をご記入下さい。

商品お届けのために必要となる、株主様ご本人の情報、お届け先情報を
ご確認の上、ご記入下さい。※「ご希望お届け先」欄の記入につきましては、
株主様ご本人以外にお届けを希望される際にご記入下さい。

申込専用はがき裏面にご記入後、同封のプライバシー保護シール
（赤色のシール）を、申込専用はがき裏面の点線部分に添って貼付し、
2022年10月31日（必着）となるようご投函下さい。

お申し込み期限 2022年10月31日〈必着〉の期限内にお申し込みいただけなかった株主様には所有株数に
関わらず一律、「おこめ券2枚」を発送させていただくこととなります。予めご了承下さいませ。

1 年 間 の 感 謝を込 めて 。
目を楽しませてくれる季節の花の種や、

神奈川・横浜を中心としたとびきりのグルメなど、

楽しい時間を盛り上げる各種商品を集めました。

■ 申込期限 ■ 2022年10月31日必着

2 0 2 2 年度

［株主優待のご案内］

※一部商品は9月30日必着のお申し込みとなります。

10月1日以降の発送となります。

10月下旬～11月末の発送となります。

※お届け開始日以降にお申し込みをされた場合も、お申込みから商品発送までは2週間から4週間かかります。予めご了承下さい。

グルメギフト

球根セット

北海道産 ゆめぴりか 新米

【5102】 マイクロ胡蝶蘭「カプセル」
【5103】 スピーディベジタブル栽培キット

新米をお届けしますので、11月以降の発送となります。

10月中旬～10月下旬の発送となります。

お申し込み
期限

商品が入荷次第、下記時期にて順次発送させていただきます。

【5101】【5210】【5319】

【5107】【5216】【5325】

※他の商品と申し込み期限が異なります。上記お申し込み期限を参照下さい。

※天候などによって商品の入荷・発送が遅れる場合がございます。予めご了承下さい。



※球根等植物については、地域・気候により発芽や開花が異なります。※食物アレルギー物質7品目【小麦、卵、そば、乳、落花生、エビ、カニ】を含む食品には、食品衛生法に基づいて
　その表示をしております。※掲載商品につきましては、カタログ掲載商品の仕様およびパッケージは変更になる場合がございますので、予めご了承下さいませ。

色とりどりのチューリップ球根50球に加
え、春先に清楚な花を咲かせるスイセン、
手間をかけなくても毎年花を咲かせる
つりがねそう、そして高雅なオリエンタル
ユリをセットにしてお届けいたします。
● 商品：色とりどりチューリップ球
根50球ミックス、スイセン混合
10球、つりがねそう混合15球、
オリエンタルユリ混合6球
● 原産地：オランダ王国他
※チューリップ、スイセン、つりがねそう、ユリは混合
でのお届けとなります。テープ巻きなどでの色の
識別はありません。天候不順等によりセット内容
が変更となる場合がございます。※地域・気候に
より発芽や開花が異なります。予めご了承下さい。

※写真はイメージです。

ご飯の上にきれいに盛り付けるだけで、美味しい
“漬けまぐろ丼”のできあがりです。お好みで炒り
胡麻や刻み海苔、わさびを添えていただければ、より一層美味しくいただけます。
● 商品：漬けまぐろ（目鉢・黄肌）・目鉢まぐろすきみ 各100g×3パック
● 賞味期限：出荷日より冷凍で10日 【小麦】

神奈川県産 銘柄牛
すき焼き食べ比べ5324

商品番号

オリジナル球根セット C5319
商品番号

東京［レ ロジェ エギュスキロール］
プレミアムアイスギフト5320

商品番号 神奈川［重慶飯店］ 
ジャック 飲茶料理セット5種5321

商品番号

［鹿児島・牛一］鹿児島県産黒豚
ソーセージ・ベーコン詰合せ5322

商品番号 神奈川［三浦三崎］
漬けまぐろとすきみセット5323

商品番号

本場ドイツの権威ある国際食肉コンテスト「IFFA」
「SUFFA」にて金銀銅賞受賞の工房で作る本格的
なソーセージです。
● 商品：チョリソー・粗挽きウィンナー各110g、ウィンナー110g×2、
ベーコン90g ● 賞味期限：出荷日より冷凍で30日

※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。

一つ一つ手作業でトッピングした9種類のバラエティ豊かな彩りと味を楽しめる
人気のアイスギフトです。
● 商品：マンゴーパフェ･ストロベリー･バニラ＆ストロベリー･チョコオレンジ･洋梨
パフェ各105㎖×各1、チョコ＆ミックスフルーツ･チョコ＆ミックスナッツ･バニラ＆
ミックスベリー･バニラ＆トロピカルフルーツ各50㎖×各1(計9個) 【小麦・卵・乳】

1959年に横浜中華街で四川料理専門店として創業。重慶飯店ならではの
四川料理と人気の点心を詰め合わせました。
● 商品：重慶焼売・小籠包各4個入×2、重慶肉まん×2、
四川麻婆豆腐・海老のチリソース 各180ｇ
● 賞味期限：製造日より冷凍で90日 【小麦・卵・エビ】

※写真はイメージです。

冷凍便 冷凍便

冷凍便冷凍便

※写真はイメージです。

北海道を代表する銘柄米です。豊かな甘み、強い粘りと、もっちりとした食感が
特徴です。お米本来のおいしさを存分に味わっていただけます。
● 商品：北海道産ゆめぴりか 5㎏
※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。予めご了承下さい。

常温便

北海道産 ゆめぴりか 新米（5㎏）5325
商品番号

三浦半島で育ち脂身と肉の甘みのバランスが絶妙な「葉山牛」。地元神奈川
で育まれた風味よく柔らかい味わいの「横濱ビーフ」。足柄地域で育ち赤身の
旨味が楽しめる「足柄牛」。3種の神奈川県産銘柄牛をすき焼きでお楽しみ
ください。
● 商品：葉山牛・横濱ビーフ・足柄牛 すき焼き用（モモ）各85ｇ 計255ｇ 
●賞味期限：出荷日より冷凍で30日

1,000株以上所有

CC
コース商品

お好きな商品を1点お選び下さい。

2022年10月31日必着
★

申込期限
9/30
必着

▲このマークの商品は9月30日必着のお申し込みとなります。

圧縮培養土と、1袋2包に小分けされた野菜のタネの栽培セットです。キッチン
や窓辺などの小さいスペースを利用し、タネまきから収穫までできる「スピーディ
ベジタブル」をお楽しみ下さい。
● 商品：圧縮培養土（9cm四方）3個（栽培容器〈袋〉付）、
スピーディベジタブル®（ガーデンレタスミックス、バジル、ミズナ）各1点
● 材質：圧縮培養土＝ココヤシ
※供給状況により品種が変更になる場合があります。 ※地域・気候により発芽や生育が異なります。予め
ご了承下さい。 ※寒さが苦手なので、最低温度を20℃以上保てる、直射日光が当たらない、明るい室内
で育てて下さい。 詳細は商品同梱の育て方の説明をご覧下さい。

※写真はイメージです。

秋植え球根で最も人気のあるチュー
リップ球根を色とりどりのミックス
でお届けいたします。50球入りで、
お庭なら約1平方メートル、65㎝プラ
ンターであれば2～3個分の栽培が
楽しめます。

● 商品：色とりどりチューリップ
球根50球ミックス
● 原産地：オランダ王国他
※混合でのお届けとなります。テープ巻きなど
での色の識別はありません。天候不順等によ
りセット内容が変更となる場合がございます。
※地域・気候により発芽や開花が異なります。
予めご了承下さい。

※写真はイメージです。

※写真とは品種・花色・草姿が異なる場合がご
ざいます。※寒さが苦手なので、最低温度を
10℃以上保てる、直射日光が当たらない、明るい
室内で育てて下さい。詳細は商品同梱の育て
方の説明をご覧下さい。

持ち運びに適したカプセル容器に
収納した小さいサイズの胡蝶蘭。
容器から出して卓上や窓辺に、
可愛い花が楽しめます。花が終わっ
た後もしっかり世話をすれば、翌々
年春の開花へ期待が膨らみます。

● 商品：マイクロ胡蝶蘭
（セット商品箱：奥行約11.0cm、
幅約15.0cm、高さ約36.5cm、
草丈：15～18cm前後、
輪数：2～3輪と蕾)、
胡蝶蘭の育て方チラシ付
● 生産地：千葉県

オリジナル球根セット A5101
商品番号

マイクロ胡蝶蘭「カプセル」5102
商品番号

スピーディベジタブル栽培キット5103
商品番号

［崎陽軒］
真空パックシウマイ 30個入5105

商品番号

［ありあけ］
侍ハーバー勝栗抹茶6個入5106

商品番号

北海道を代表する銘柄米です。豊かな甘み、強い粘りと、もっちりとした食感が
特徴です。お米本来のおいしさを存分に味わっていただけます。
● 商品：北海道産ゆめぴりか 1.5㎏
※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。予めご了承下さい。

かすてら生地、餡、蜜、すべてに宇治抹茶を使用。小さな栗の甘露煮を合わせた
自家製餡の中に抹茶黒蜜を閉じ込め、伝統の製法でしっとりと焼き上げました。
2022年1月放送開始の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」ロゴライセンス商品です。
●商品：侍ハーバー勝栗抹茶６個
●賞味期限：製造日より常温で45日 【小麦、卵、乳】

※新米をお届けしますので、11月以降の発送となります。

北海道産 ゆめぴりか 新米（1.5㎏）5107
商品番号

5104
商品番号 愛知 創業明治10年

［なごやきしめん亭］名古屋味あわせ

名古屋名物のきしめんとみそ煮込みうどんの詰め合わせです。めんは多加水
方式で製麺したコシとのど越しが自慢の半生めんです。カツオと昆布のだし
が効いためんつゆ、本場の赤みそをベースにした「あじみそ」付。
● 商品：540g (きしめん100g×2、うどん100g×2、
めんつゆ25g×2、あじみそ45g×2 )
● 賞味期限：製造日より常温で120日 【小麦】

常温便

常温便

常温便

※写真はイメージです。

崎陽軒のシウマイを遠方に住む多くの方に召し上がって
いただきたいとの思いから開発された真空パックシウマイ。
15個入りが2箱包装されております。
● 商品：真空パックシウマイ15個入×2箱
● 賞味期限：製造日より常温で5ヵ月 【小麦】

100株～299株所有

AA
コース商品

お好きな商品を1点お選び下さい。

※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。

冷凍便

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※お申込みから商品の発送までは2～4週間かかります。※9月中旬以前にお申し込みの方は、10月1日より順次発送させていただきます。
※一部商品は発送日時が異なります。詳しくは裏面「商品のお申し込み期限とお届け時期」をご参照下さい。

商品の発送に
ついて

秋植え球根で人気のあるチュー
リップに加え、春先に清楚な花を
咲かせるスイセンと、手間をかけ
なくても毎年花を咲かせるつりがね
そうをセットにしました。
● 商品：色とりどりチューリップ
球根50球ミックス、スイセン混合
10球、つりがねそう混合15球
● 原産地：オランダ王国他
※チューリップ、スイセン、つりがねそうは混合で
のお届けとなります。テープ巻きなどでの色の
識別はありません。天候不順等によりセット
内容が変更となる場合がございます。
※地域・気候により発芽や開花が異なります。
予めご了承下さい。

※写真はイメージです。

チーズ4種に黒トリュフを使ったピッツァ、ピリッとスパイシーに仕上げたボロネー
ゼソースのピッツァ、バジルの香りにこだわったマルゲリータをセットでお届け。
● 商品：黒トリュフと4種のチーズのピッツァ、ボロネーゼのピッツァ、
ピッツァ マルゲリータ×各1枚（計3枚、各8インチ〈約20cm〉）
●賞味期限：出荷日より冷凍で90日 【小麦・乳】

※写真はイメージです。

骨付手羽元肉をコトコトじっくり煮込み
鶏肉の旨味とスパイスを効かせた
「鳥ZEN亭」自慢のカレーです。
● 商品：手羽元カレー200g（中辛）×5
●賞味期限：製造日より常温で720日
【小麦・乳】

常温便

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

北海道［北辰フーズ］
涼ごこち詰合せ10個入5215

商品番号

オリジナル球根セット B5210
商品番号

5213
商品番号 東京 恵比寿［リストランテマッサ］監修

3種のナポリ風ピッツァセット5214
商品番号

神奈川「はまぽーく」5211
商品番号

福岡［鳥ZEN亭］手羽元カレー 5食5212
商品番号

常温便

冷凍便

冷凍便

北海道を代表する銘柄米です。豊かな甘み、強い粘りと、もっちりとした食感が
特徴です。お米本来のおいしさを存分に味わっていただけます。
● 商品：北海道産ゆめぴりか 3.5㎏
※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。予めご了承下さい。

常温便

北海道産 ゆめぴりか 新米（3.5㎏）5216
商品番号

※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。

国産果汁を使用したゼリー涼ごこちシリーズの詰合せです。北海道夕張メロン、
長野県産シャインマスカット、山梨県産白桃、福岡県産あまおう苺、愛媛県産清見
オレンジの果汁を使用した、ジューシーで香り高いゼリーに仕上げています。
● 商品：北海道夕張メロンゼリー、長野県産シャインマスカットゼリー、山梨
県産白桃ゼリー、福岡県産あまおう苺ゼリー、愛媛県産清見オレンジゼリー
各125g×各2 ●賞味期限：製造日より常温で240日 【乳】

［キッコーマン］
いつでも新鮮醤油セット

常温便

しぼりたて生しょうゆを中心とした調味料の詰め合わせです。原料と製法に
こだわった調味料をさまざまな料理に使い分けてお楽しみ下さい。
● 商品：いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ450㎖・いつでも新鮮 旨み広がる
だししょうゆ330㎖・しぼりたて生ぽんず360㎖ 各2、いつでも新鮮 料理人
直伝 極みつゆ450㎖・いつでも新鮮 料理人直伝 極み白だし450㎖ 各1
● 賞味期限：製造日より常温で365日 【小麦】

「はまぽーく」は、横浜のブランド豚肉。きめ細かくて柔らかく淡紅色な赤
身と脂身に甘さと香ばしさがあり、あっさりしていながら旨味ある肉質が特徴
です。
● 商品：生姜焼き用（ロース・肩ロース）200g、しゃぶしゃぶ用（モモ・バラ）
250g、薄切りスライス（肩）150g 計600g
●賞味期限：出荷日より冷凍で30日

※写真はイメージです。

300株～999株所有

BB
コース商品

お好きな商品を1点お選び下さい。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

常温便 ※パッケージデザインが予告なく
　変更になる場合がございます。

★
申込期限
9/30
必着

★
申込期限
9/30
必着

★
申込期限
9/30
必着

※球根セットは10月中旬～10月下旬の発送となります。 ※球根セットは10月中旬～10月下旬の発送となります。 ※球根セットは10月中旬～10月下旬の発送となります。

※写真はイメージです。

※新米をお届けしますので、11月以降の発送となります。 ※新米をお届けしますので、11月以降の発送となります。

※こちらの商品は10月下旬～11月末の発送となります。

※こちらの商品は10月下旬
～11月末の発送となります。

お申し込み期限


