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株主の皆さまへ

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、当社の総合通販サイト「au PAY マーケット」から厳選した
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しているグルメ商品は、au PAY マーケット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、おトクな商品を取り揃えた au PAY マーケットをぜひ一度ご覧ください。

また、本年は KDDI グループ提供のサービス／施設をご体験いただける商品も、当カタログギフトにご用意させて
いただきました。これらの商品が、当社グループ事業への理解を深めていただくきっかけとなれば幸いです。

今後も株主の皆さまのご期待に添えるよう、役職員一同努力してまいりますので、
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

KDDI 株式会社 代表取締役社長　髙橋 誠
2021 年 6 月



全国各地の厳選した素材やおいしいものを揃えました。
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。

日本全国から集めた
美味しいものをお届けいたします

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日以内のものを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。※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。
※「数量限定」と記載された商品は、ご用意できる数に限りがあります。お申し込み
が上限に達した場合は、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。
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au PAY マーケットとは、
日用品、グルメから、ファッション、インテリア、家電にいたるまで、
たくさんの商品やお店と出会える総合通販サイトです。

本特集でご紹介する厳選商品（ 計 5 点）は全て、
2020 年のベストショップアワード（※）を受賞された、
KDDI が自信をもってお勧めするお店の商品です。

（※数多くのお店の中から、お客さまの評価・売上等を指標とし、
優秀な成績を収められたお店に贈られる賞）

各商品のページには、お店の情報をスマートフォンで
チェックできる QR コードも掲載しております。ぜひご覧ください。

総合賞
総合評価が最も高かった
上位10 店に贈られる賞です。

カテゴリ賞
各商品カテゴリの頂点に立った
お店に贈られる賞です。

特集 1

厳選商品

2



山形県産 雪
ゆ き わ か ま る

若丸
しっかりとした粒感と粘りが特徴の「雪若丸」は、デビュー
以来食味ランキングで高評価を受け続けている実力派。
雪のように白く艶やかな炊きあがりも見事です。

雪のように白く輝くお米

お店の
情報はこちら

店名：ジェイエイてんどうフーズ

申込番号   KZ 21-001
雪若丸5kg×4／山形県産
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黒毛和牛ヒレステーキ＆
フォアグラセット
希少な部位のひとつであるヒレ肉と、濃厚なコクと旨みで
知られるフォアグラの贅沢セット。特別な日の食卓を飾って
くれるひと品です。

おうちでちょっと贅沢

お店の
情報はこちら

店名：お肉のしゃぶまる

申込番号   KZ 21-002
黒毛和牛ヒレステーキ100g×2、フォアグラ ド 
カナール45g×2、ステーキソース25g×2／牛
肉：国産、フォアグラ（鴨の肝臓）：ハンガリー共
和国産
※冷凍便にてお届け。
小
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黒毛和牛ロースステーキ
黒毛和牛ロースを贅沢に厚切りステーキ用に仕立ててお届
けします。焼いた肉に付属のステーキソースをかけるだけ
で、本格的な味わいをお楽しみいただけます。

焼くだけで最高のごちそう

お店の
情報はこちら

店名：お肉のしゃぶまる

申込番号   KZ 21-003
黒毛和牛ロースステーキ270g×2、ステーキ
ソース25g×2／牛肉：国産
※冷凍便にてお届け。
小
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申込番号   KZ 21-004
うなぎ蒲焼（長焼）220g×4、たれ10ml×8、
さんしょう0.2g×8／うなぎ：台湾産
※冷凍便にてお届け。
小

うなぎ蒲焼
肉厚なうなぎをじっくりと5回に分けて丁寧に焼きあげ、ふっ
くらとやわらかな蒲焼に仕上げました。贅沢な長焼でお届
けします。

食欲をそそる香ばしさと深い味わい

数量限定

お店の
情報はこちら

店名：越前かに問屋 ますよね
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申込番号   KZ 21-005
生ずわいがに脚（カット）1.2kg／ロシア・アメリ
カ産
※冷凍便にてお届け。
か

生ずわいがに脚
（カット）
お刺身でも食べられるほど鮮度のよい生ずわいがにの脚
肉を、食べやすくカットしてお届けします。刺身、しゃぶしゃ
ぶ、焼きなど、お好みの食べ方でお召しあがりください。

剥いてあるので調理も簡単

お店の
情報はこちら

店名：越前かに問屋 ますよね

数量限定
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いつもの暮らしをちょっと贅沢にする
選りすぐりの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。

「ちょっと贅沢」
 FOOD 特集

いつもより
特集 2
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山形の極み
山形牛ローストビーフ
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。山形県産ぶどうで作ったワイ
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。

やわらかなサーロインを
贅沢に使用しています。

申込番号   KZ 21-006
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。

9



大正12年創業の
神戸・元町の老舗の味。

伊藤グリル
黒毛和牛ビーフシチュー
老舗洋食店の創業当時からの伝統の一品です。ポイントは、
煮込み時間とソースの濃度。そんな伝統の味に、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。

申込番号   KZ 21-007
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
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大和養魚 浜名湖うなぎ蒲焼（小丼用）
明治40年の創業以来う
なぎ一筋の老舗〈大和
養魚〉。一尾一尾丁寧に
蒲焼に仕上げ、お茶碗
サイズにカットしました。

日本の極み 北海海産づくし
肉厚で大粒のほたて貝
柱を使った「ほたてグ
ラタン」と、ベビーほた
てとつぶ貝、いくらを合
わせた「北海ホタテ大
将漬け」のセット。

申込番号   KZ 21-009
ほたてグラタン180g×3、北海ホタテ大将
漬け500g
※冷凍便にてお届け。
小 乳

申込番号   KZ 21-008
うなぎ蒲焼（小丼用）400g（8袋入）、蒲焼
のたれ45ml、吸物・山椒×各8袋／賞味
期間は冷蔵で14日／うなぎ：静岡県産
※冷蔵便にてお届け。
小
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ホテルオークラ
神戸牛ハンバーグ＆
神戸牛ビーフパイ
〈ホテルオークラ〉監修のハンバーグはこだわりのデミグラス
ソースが神戸牛の旨みを引き立てるジューシィな味わい。ビー
フパイは牛肉に神戸牛のみを使って低温調理したパテをパイ
生地で包み、甘みのあるマデラソースを添えました。

特別な日のテーブルを
華やかに彩ります。

申込番号   KZ 21-010
神戸牛ハンバーグ110g×2、デミグラスソース
50g×2、神戸牛ビーフパイ150g×3、マデラソー
ス50g×3／賞味期間は冷凍で30日
※冷凍便にてお届け。
小 卵 乳
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アルポルト
イタリアンベジタブルカレー
東京・西麻布にある本格イタリア料理の店〈アルポルト〉が
監修したベジタブルカレー。素材を活かすイタリアンならでは
の、野菜の味が堪能できるカレーです。

イタリアンならではの
野菜の味と風味。

申込番号   KZ 21-011
ベジタブルカレー200g×20
※原材料に肉を使用しています。
小

13



角
す な み

南製造所 フルーツコンポート詰合せ
白桃の王様「清水白桃」
をはじめ、マスカット、
黄金桃など、生のフルー
ツにも劣らぬ贅沢な香り
と味わいです。

ドナテロウズ ジェラート＆レアチーズケーキセット
味わい豊かなジェラート
と、濃厚なクリームにレ
モンの風味がさっぱりと
した後味のレアチーズ
ケーキのセットです。

申込番号   KZ 21-013
清水白桃・ニューピオーネ・マスカット・黄
金桃・ヤーリー梨 各360g（固形量200g）

申込番号   KZ 21-012
レアチーズケーキ500g（直径約17cm）、ジェ
ラート（ホワイトクリーム・チョコレート・抹
茶・ストロベリー・マンゴー）各100ml×3
※冷凍便にてお届け。
小 卵 乳
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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
特集 3
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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ぜいたくなしゃぶ
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

申込番号   KZ 21-014
モモ450g／賞味期間は冷凍で90日／三重県産
※冷凍便にてお届け。
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450g

400g

米沢牛 すき焼用
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。

宮崎牛 すき焼用
宮崎牛は、やわらかで適度な霜降りがあり、脂
も濃厚な旨みを蓄えています。すき焼用にスライ
スしてお届けします。

申込番号   KZ 21-015
肩450g／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 21-016
肩ロース400g／賞味期間は冷凍で30日／宮崎県産
※冷凍便にてお届け。
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全国の
名産品をお届け

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。

1818



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。

北海道

申込番号   KZ 21-017
いくら醤油味100g×2、たらこ350g／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。
小 え
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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醬油
漬けに。身は濃厚な味わ
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
北海道産のほっけやかれ
い、さんまなどを塩だけ
で味付けし、軽く干し上
げました。

北海道産 いくら醤油漬・づけサーモン詰合せ

全国の名産品をお届け

申込番号   KZ 21-019
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 21-018
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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選りすぐった北海道の豚
肉とギョウジャニンニクを
使用し、無塩せきで作り
あげました。豊かな味わ
いが楽しめます。

日本の極み 北海道 自然の恵み骨付きソーセージ札幌バルナバハム ソーセージ・ベーコンセット
昔ながらの製法で手間暇
かけて作った「農家の
ベーコン」など、素材、
製法、香り、風味と、す
べてに職人のこだわりが
詰まっています。

北 海 道

申込番号   KZ 21-021
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 21-020
ロースハム・パストラミ肩ロースハム各300g、あらびきチューリンガー・北海道ミルクウ
インナー・バジリコウインナー各100g、ポークグルメフランク・行者にんにくフランク各
120g、農家のベーコン400g、ロースシンケン40g×2
※冷蔵便にてお届け。　卵 乳
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十勝ブラウンスイススウィーツセットラクレットチーズ＆プレートセット
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、チーズケーキとチーズ
ムースが2層になったフロ
マージュをお届けします。

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。

全国の名産品をお届け

申込番号   KZ 21-023
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 21-022
【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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米沢牛黄
お お き

木 お肉屋さんの黒毛和牛カレーセット
創業大正12年の〈米沢牛黄木〉が選び抜いた黒
毛和牛を使用した3種類のバラエティに富んだ味
付けのカレー詰合せです。黒毛和牛の旨みとカ
レーの深いコクをお楽しみいただけます。

北 海 道 ・ 東 北

申込番号   KZ 21-024
ビーフカレー・デミグラスカレー・ブラックカレー各
150g×5
小 乳 落
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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。

山形の極み 山形牛サーロイン酒粕味噌漬
「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
県産の米と大豆を使って
作られた味噌で漬けこみ
ました。

山形の極み 米沢牛やわらかハンバーグ

全国の名産品をお届け

申込番号   KZ 21-026
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。

申込番号   KZ 21-025
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
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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。

ジョウセン 味噌・醤油詰合せ
味噌はスッキリとした味わ
いの赤味噌です。大豆の
旨みと米麹の香りが特徴
です。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

東 北

申込番号   KZ 21-027
特別栽培米つや姫2kg×6／山形県産

申込番号   KZ 21-028
有機みそ500g×4、本場仙台味噌2.2kg、米こうじ味噌1.8kg、上撰
醤油1L×4
小
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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。

喜多方ラーメンセット
あっさりとした醤油味で、
太めのモチモチとした縮
れ麺が特徴の喜多方ラー
メン。 自家製チャー
シュー、味玉子、味付メン
マもセットになっています。

日本の極み 延寿庵 稲庭手延うどん

全国の名産品をお届け

申込番号   KZ 21-029
手延うどん160g×18
小

申込番号   KZ 21-030
生麺120g×18、醤油スープ35g×12、味噌スープ41g×6、チャーシュー
メンマ33g×18、味玉子2ヶ入×5、乾燥ねぎ1g×18
小 卵
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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。

東 北 ・ 関 東

申込番号   KZ 21-031
ラ フランス110ml×9、リンゴ110ml×7、バニラ・チョ
コレート・ミルク各110ml×2、ロイヤルミルクティー・
ミルクコーヒー・宇治抹茶各110ml
※冷凍便にてお届け。
卵 乳
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一切れずつ真空パックで
お届けします。魚の中心
部に水分が残るよう、焼
き過ぎに注意してお召し
あがりください。

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
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。

日本の極み 築地仕込の紅鮭

全国の名産品をお届け

申込番号   KZ 21-032
塩紅鮭切身14切／賞味期間は冷蔵で7日／紅鮭：ロシア・アメリカ・
カナダ産
※冷蔵便にてお届け。

申込番号   KZ 21-033
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
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脂ののった寒ぶりの旨み
を楽しめる「氷見寒ぶり 
ひと塩」、西京味噌のま
ろやかな風味が上品な味
わいの「西 京漬け」、酒
粕の芳醇な香りが漂う

「粕漬け」をお届けします。

日本の極み 富山湾きときと味便り
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。

飛騨牛ミンチカレー

関 東 ・ 中 部

申込番号   KZ 21-035
飛騨牛ミンチカレー180g×20
小 乳

申込番号   KZ 21-034
氷見寒ぶりひと塩・氷見ぶり西京漬け・氷見ぶり粕漬け×各2切／ぶり：
富山県産
※冷凍便にてお届け。
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新之助・こしひかり食べ比べセット
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。

三輪素麺 三趣
神代の昔に端を発する
「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。

全国の名産品をお届け

申込番号   KZ 21-036
新之助・こしひかり各5kg／新潟県産

申込番号   KZ 21-037
白素麺50g×42、紫蘇素麺・抹茶素麺各50g×12
小
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有機JAS認定の「有機しょ
うゆ」と、「ぽんず」と「だ
しつゆ」の詰合せです。

老舗大佐和 宇治茶・宇治玉露詰合せ
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。

寺岡家 有機醤油・調味料詰合せ

中 部 ・ 関 西

申込番号   KZ 21-039
煎茶・玉露各120g／茶葉：京都府産

申込番号   KZ 21-038
（有機醤油（濃口）・有機醤油（淡口）・生ゆずぽんず各500ml、
あごだしつゆ500ml×2）×2
小
※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。
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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
2019年に本格デビューし
た鳥取県の「星空舞」。
しっかりした食感が好みの
方におすすめです。さっぱ
りした味わいの「きぬむす
め」とともにお届けします。

星
ほ し ぞ ら ま い

空舞・きぬむすめ食べ比べセット

全国の名産品をお届け

申込番号   KZ 21-041
星空舞・きぬむすめ各5kg／鳥取県産

申込番号   KZ 21-040
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。
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やまみ うにセット
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。

日本の極み 藁焼き鰹たたき
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。

中 国 ・ 四 国

申込番号   KZ 21-042
手造り粒うに粋110g×2

申込番号   KZ 21-043
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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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。

さぬき手延うどん詰合せ
400余年続く伝統の手延
技法で、二昼夜かけて延
ばしあげた吟仕込うどん
と、黒胡麻を粒ごと練り
込んだ黒胡麻うどんの詰
合せです。

デリシャエール 阿波尾鶏グルメセット

全国の名産品をお届け

申込番号   KZ 21-045
手延吟仕込うどん200g×10、手延黒胡麻うどん180g×10
小

申込番号   KZ 21-044
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
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ウエダ 海鮮ひもの詰合せ
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。

「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。

日本の極み 博多めんたいこ 3 種詰合せ

四 国 ・ 九 州

申込番号   KZ 21-047
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 21-046
辛子めんたいこ（大吟醸仕込・柚子風味・七味風味）各150g×2／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
属のたれでお召しあがり
ください。

宮崎牛と宮崎きなこ豚のローストビーフ・ポークセット 大分産椎茸どんこ
大分県の豊かな自然の中
で、約2年の時間をかけ
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。

全国の名産品をお届け

申込番号   KZ 21-049
原木乾椎茸どんこ130g×2／大分県産

申込番号   KZ 21-048
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。

九州

申込番号   KZ 21-050
手延そうめん50g×60、手延黒ごまそうめん50g×32
小
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離島応援施策「しまものプロジェクト」について
当社では、地方創生の一環として、離島地域の活性化に
向けた「しまものプロジェクト」を2015年より開始し、離島
事業者の商品のブランディング・商品PR向上支援等を行っ
ています。本プロジェクトに参画している離島事業者の商品
を、お選びいただける商品の1つとしてご用意いたしました。

KDDI離島応援施策「しまものプロジェクト」

38

全国の名産品をお届け



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 21-051
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。

数量限定
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※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。

3
ご利用日当日、クーポン券または

ギフト券をご持参の上、お愉しみ下さい。
（※Reluxはクーポン券の持参不要）

1
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。
（約2週間程度でお届けします）

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。

お届け
約2週間 クーポン券

ギフト券

2
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、
ご予約をお願いします。

ご利用案内を
参照の上ご予約

クーポン券
ギフト券

KDDIグループ提供サービス
〈体験型商品〉

［体験型商品ご利用の流れ］

当日ご持参
（Relux除く）クーポン券

ギフト券

お届け ご予約 ご利用
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※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。

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
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。旅の目的や宿泊スタイルにぴった
りのご提案を実現します。

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！

R e l u x のサービス

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、あなたがまだ知らないような特
別な体験をとどける宿泊予約サービスで
す。全国各地のホテル・旅館を泊まりある
いてきた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

介します。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。

※クーポン券ご利用時、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。

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

（株式会社 Loco Partners）

申込番号   KZ 21-052
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。

数量限定
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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」。

実在の企業がスポンサーとなり、体験でき
る仕事やサービスは約 100種類！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

KDDIのパビリオン（通信エリア設計士の体験）が昨年11月にオープン

申込番号   KZ 21-053
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。

数量限定
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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。

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

申込番号   KZ 21-054
内容 ／ LINK FORESTクーポン券（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。※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。

LINK FORESTクーポン券（13,000円分）
〈宿泊研修施設〉

LINK FORESTの
詳細はこちら

数量限定
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世界中のみんなの笑顔を繋げるこころのカケハシサイト

寄付先の一例

寄付（キボウのカケハシ）

株主の皆さまにも当社のサステナビリティ活動
にご参加いただけるよう「寄付」コンテンツを
ご用意いたしました。こちらをご選択いただ
きますと、相当額を「キボウのカケハシ」で支
援する社会貢献活動団体へ寄付させていた

だきます。「キボウのカケハシ」は、KDDI が運
営する、環境保全や社会貢献のために活動
する団体と、応援したい人をつなぐサイトです。
また、大規模災害発生時などには、被災者
を支援するための募金も行います。

◯寄付先は「キボウのカケハシ」 掲載の団体とし、KDDIに一任とさせて頂きます。◯必要経費を除いた金額を、
KDDI名義にて、寄付先団体に一括寄付致します。◯寄付先およびKDDIからの領収書、その他の寄付を証する書
面等は発行致しませんのでご了承ください。◯KDDI及びリンベルよりお礼状をお送りさせていただきます。

本商品をご選択いただく際のご注意

https://kakehashi.kddi.com/詳しくは 

医療の届かないところに医療を届ける
（ジャパンハート）
ジャパンハートでは日本国内外で幅広い医療活動を行
ない、東南アジアにて無償で子どもたちの治療や手術
を行なう他、国際緊急救援事業として、新型コロナウ
イルス感染症のクラスターが発生した国内の医療機関
へ、医療者の派遣等を行なっています。 

東日本大震災時に 0 歳だった赤ちゃんが
無事にハタチを迎えるその日まで

（ハタチ基金）

ハタチ基金は、東日本大震災の被災地の子どもたち
に寄り添い、20 年間継続的に支援を行う期限付き
基金です。復興状況や現地のニーズに合わせ、子ど
もたちに必要なサポートを届けている団体に助成を行
い、子どもたちの課題解決に取り組んでいます。

申込番号   KZ 21-055

44



au　PAY マーケット 検索au PAY マーケットは、KDDIが運営する総合通販サイトです。本誌「株主優待カタログギフト」
に掲載しているグルメ商品は、「au PAY マーケット」でお求めいただくこともできます。



〈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、弊社の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フリーコールまでご連絡をお願いいたします。

0800-700-8887

〈お問い合わせ〉

KDDI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




