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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
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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   KY 21-001
雪若丸5kg×2／山形県産
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国産牛切り落とし
国産牛を使いやすく切り落としにしました。250gずつ小分
けに真空パック詰めしてあり、使い勝手もよく、保存にも
便利です。

いろんな料理にぴったりの万能お肉

お店の
情報はこちら

店名：お肉のしゃぶまる

申込番号   KY 21-002
牛切り落とし250g×4／国産
※冷凍便にてお届け。
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ステーキ BBQセット
その豪快な大きさに驚く1ポンドサイズのステーキ（約450g）
をはじめとした、3種類のステーキ肉セットをお届けします。
りんごやごま、にんにく等で味を調えた甘口のたれもセット
になっています。

迫力のサイズ感でバーベキューが盛りあがる

お店の
情報はこちら

店名：お肉のしゃぶまる

申込番号   KY 21-003
牛肩ロースステーキ450g、にんにく黒胡椒牛肩
ロースステーキ430g、豚カルビ照焼ステーキ
250g、焼肉のたれ573g／牛肉：アメリカ産、豚
肉：デンマーク産
※冷凍便にてお届け。
小
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申込番号   KY 21-004
うなぎ蒲焼（長焼）220g×2、たれ10ml×4、
さんしょう0.2g×4／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

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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申込番号   KY 21-005
生ずわいがに脚（カット）600g／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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さっぱりしたオニオン
ソースでご賞味ください。

デリシャエール
氷温熟成牛
ポンドグリルステーキ
氷温熟成で旨みを引き出した牛サーロイン肉のグリルステー
キ。香辛料で味をつけ表面を焼き、真空でじっくり調理しまし
た。食べ応えと迫力のポンドサイズ(約450g)のステーキをご
家庭でどうぞ。

申込番号   KY 21-006
牛サーロイングリルステーキ450g、オニオン
ソース40g×2／賞味期間は冷蔵で14日／牛
肉：オーストラリア産
※冷蔵便にてお届け。
小
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洋食店〈アシエット〉の
こだわりのカレーです。

アシエット
ビーフカレー
大正12年に神戸で生まれた洋食店の味を受け継いだ本格
派の味。玉ねぎの甘みとトマトの酸味が効いた、味わい深い
欧風ビーフカレーです。

申込番号   KY 21-007
ビーフカレー200g×4／賞味期間は冷蔵で14日
※冷蔵便にてお届け。
乳
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アルポルト 
生パスタとソースのセット
メインシェフ片岡宏之氏
が監修した、コシがあ
るもちもちの生パスタと
豊かな味わいのソース
を詰め合わせました。

日本の極み 北海道 自然の恵み骨付きソーセージ
ギョウジャニンニクの風
味とドイツ岩塩のまろや
かなコクのある味わい
が楽しめる無塩せきの
骨付きソーセージです。

申込番号   KY 21-008
骨付きソーセージ（ギョウジャニンニク・プ
レーン）各300g（5本入）
※冷凍便にてお届け。

申込番号   KY 21-009
渡り蟹のトマトクリームソース・カルボナー
ラ各140 g、完熟トマトとツナのソース
140g×2、生フェットチーネ（トマト・ほう
れん草）各80g、生フェットチーネ（ノーマル）
80g×2、エクストラバージンオリーブオイル
7.3g×6
小 卵 乳 か
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自家製のたれで
手焼きで蒲焼に。

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〉。浜
名湖畔に広がる広大な自社養殖池で飼育したうなぎを、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。

申込番号   KY 21-010
うなぎ蒲焼（小丼用）200g（4袋入）、蒲焼のた
れ45ml、吸物・山椒×各4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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日本の極み 熊本贅沢ヨーグルト
熊本県合志市で牧場を
営む若き酪農家が手が
けるこだわりのヨーグル
ト。濃厚な口あたりはま
るでレアチーズケーキ。

横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ ガトーセレクション 2 箱
しっとりと仕上げた風味豊
かなフィナンシェ、カカオの
風味をプラスしたフィナン
シェショコラとココナッツクッ
キーを詰め合わせました。

申込番号   KY 21-011
（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
小 卵 乳

申込番号   KY 21-012
ヨーグルト200g×3／賞味期間は冷蔵で22
日
※冷蔵便にてお届け。
乳
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サクサク&とろける食感
ジェラート専門店のアイスサンド。

ジェラテリア マルゲラ 
ビスコッティーニ
ミラノで創業 40 年のイタリアンジェラート専門店〈ジェラテリ
ア マルゲラ〉。人気の秘密は、旬の食材を活かした多彩なフ
レーバー。その代表的なジェラートを、バター風味豊かなビ
スケットに挟んだアイスサンドです。

申込番号   KY 21-013
アールグレイ3個、ラズベリー・チョコチップ×
各2個／日本製
※冷凍便にてお届け。
小 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

15



米沢牛 すき焼用
山形県が誇るブランドビーフの「米沢牛」。恵ま
れた自然環境の中で育てられた米沢牛は、日本
四大和牛ブランドにも数えられ、やわらかく芳醇
な味わいが特徴です。

270g

申込番号   KY 21-014
肩270g／賞味期間は冷凍で30日／山形県産
※冷凍便にてお届け。
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山形牛 焼肉用
脂においしさの秘密があるといわれ、
肉のキメが細かく、食味がすぐれています。

宮崎牛 焼肉用
コクのある深い味わいのモモ肉を焼肉で。
赤身ながら、やわらかい肉質です。

300g

270g

申込番号   KY 21-016
モモ270g／賞味期間は冷凍で30日／宮崎県産
※冷凍便にてお届け。

申込番号   KY 21-015
モモ300g／賞味期間は冷凍で90日／山形県産
※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。
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札幌バルナバハム 農家のベーコン・ウインナーセット
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
卓に重宝するセットです。

北 海 道

申込番号   KY 21-017 
ロースシンケン40g、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、ビアヴルスト
150g、農家のベーコン160g／賞味期間は冷蔵で30日
※冷蔵便にてお届け。
乳
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北海道近海で獲れる秋
鮭の卵を、甘口仕立ての
醤油に漬け込みました。
いくらのコクをあつあつの
ご飯でご賞味ください。

北海道産 づけサーモン
北海道近海で獲れる鮮
度の良い鮭を濃厚な味わ
いの醤油たれで味付け
し、生食仕立てに仕上げ
ました。

全国の名産品をお届け

北海道産 いくら醤油漬

申込番号   KY 21-019
づけサーモン120g×3／賞味期間は冷蔵で7日
※冷蔵便にてお届け。
小

申込番号   KY 21-018
いくら醤油漬160g／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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北海道産ほたてのひもを
茎わさびと合わせた「ほ
たてわさび」など、函館の
珍味6種類を詰め合わせ
ました。

直火焼き 鮭ほぐし詰合せ
選りすぐりの鮭を丁寧に
焼きあげてほぐしました。
温かいご飯のお供や、お
にぎりの具としてもお召し
あがりいただけます。

北の珍味詰合せ

北 海 道

申込番号   KY 21-021
秋鮭焼きほぐし100g×3、紅鮭焼きほぐし100g
※冷蔵便にてお届け。

申込番号   KY 21-020
たこわさび・ほたてわさび・身欠うにみそ・松前漬・いかさし松前・
いか塩辛各120g／賞味期間は冷蔵で20日
※冷蔵便にてお届け。
小 乳
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粘り、甘み、硬さのバラン
スが良く、冷めてもおい
しいので、おにぎりやお
寿司、お弁当にも重宝し
ます。

西山製麺 札幌西山ラーメンセット
コシの強い熟成ちぢれ麺
と濃厚な味わいのスープが
特徴の西山ラーメンです。
チャーシューご飯の素も
セットでお届けします。

北海道産 ななつぼし

全国の名産品をお届け

申込番号   KY 21-022
ななつぼし5kg／北海道産

申込番号   KY 21-023
生麺140g×10、みそスープ48g×4、しょうゆスープ29g×4、しおスー
プ29g×2、チャーシューご飯の素130g×2／賞味期間は常温で20日
小 卵 乳
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山形の極み 平田牧場 味噌漬け
日本の米育ち三元豚のおいしさが濃厚に味わえ
る肩ロース肉を、オリジナルのブレンド味噌に漬
け込みました。脂の旨みと焼いた味噌の香ばしさ
が食欲をそそります。

北 海 道 ・ 東 北

申込番号   KY 21-024
金華豚特製味噌漬け112g（固形量80g）、三元豚特製
味噌漬け・三元豚八丁味噌漬け各112g（固形量
80g）×2／賞味期間は冷蔵で15日／豚肉：金華豚＝山
形県産、三元豚＝国産
※冷蔵便にてお届け。
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つやつやで真っ白いふっ
くらと大きな粒、口に含
めばしっかりとした食感
に、甘みと旨みが広がり
ます。

青森県産 青
せ い て ん

天の霹
へ き れ き

靂
「青」は青森の青、「天」は
遥かに広がる北の空、
「霹靂」は稲妻をイメージ
して名付けられた青森県
のブランド米。粒がやや
大きめで食べごたえがあ
り、品のある甘みが特徴
です。

全国の名産品をお届け

特別栽培米 山形県産 つや姫

申込番号   KY 21-026
青天の霹靂5kg／青森県産

申込番号   KY 21-025
特別栽培米つや姫5kg／山形県産
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焼肉・冷麺ヤマト 盛岡冷麺・ビビン麺セット
ひんやりつるりとしたのど
越しで生麺のおいしさが
引き立つ「盛岡冷麵」と、
甘辛の特製だれが食欲を
さそう「ビビン麺」のセット。

日本の極み 喜多方 チャーシュー麺セット
2種類の小麦粉を配合し
熟成させた麺はモチモチ
とした食感とつるっとした
喉ごしが特徴。コクあり
すっきりスープと相性抜群
です。

東 北

申込番号   KY 21-027
生麺120g×4、醤油スープ35g×4、チャーシューメンマ33g×12、フリー
ズドライネギ1g×4
小

申込番号   KY 21-028
冷麺2人前（麺160g×2、ストレートスープ200g×2、辛味150g、ごま1g×2、酢5g×2）×
2、ビビン麺2人前（麺160g×2、たれ80g×2、ごま1g×2、酢5g×2）×2、キムチ
300g、焼肉のたれ200ml／賞味期間は冷蔵で10日
※冷蔵便にてお届け。小 卵
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こだわりの餡には純度の
高い「白双糖」を使用。
北海道大納言をふんだん
に使い煉りあげた塩羊羹
です。

日本の極み 岩泉ヨーグルト
岩手県産の生乳を100％
使用し、凝固剤、酸化防
止剤や香料などを一切使
わずに仕上げた無糖タイ
プのヨーグルトです。

山形の極み 錦屋 小倉汐
し お

羊羹

全国の名産品をお届け

申込番号   KY 21-029
小倉汐羊羹30g×10

申込番号   KY 21-030
ヨーグルト（プレーン）1kg×4／賞味期間は冷蔵で16日
※冷蔵便にてお届け。
乳
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Mio Tesoro 国内産フルーツゼリー
さいたま市に店を構える〈Mio Tesoro（ミオ・テ
ゾーロ）〉監修。国内産フルーツの芳醇な味わいを
ぎゅっと包み込んだ、小粒でかわいい一口サイズ
のゼリーです。

東 北 ・ 関 東

申込番号   KY 21-031
フルーツゼリー（りんご・みかん・ぶどう・いちご・マ
スカット・ピーチ） 計300g(個装紙込み)×2
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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。
ふんわり軽い口あたりと、
濃厚かつさっぱりとした
後味です。

茨城県鉾田産の、完熟
紅はるかを焼き芋にして
冷凍。さつま芋の甘みと
ねっとり感が、半解凍で
も、全解凍でも楽しめます。

日本の極み 茨城県鉾田市産 冷やし焼き芋セット

全国の名産品をお届け

千本松牧場 アイスクリームセット

申込番号   KY 21-033
冷やし焼き芋500g、飲む焼き芋160ml×2／さつまいも：茨城県産
※冷凍便にてお届け。
乳

申込番号   KY 21-032
ラ フランス110ml×4、リンゴ110ml×3、バニラ110ml×2、チョコレート・
宇治抹茶各110ml
※冷凍便にてお届け。
卵 乳
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獲れたてのあわびを生き
たまま加工し、素材の旨
みを封じこめました。磯
の風味が豊かに香る上品
な味わいをお楽しみくだ
さい。

下処理いらずで手軽にい
ただける鯖缶。酒の肴や
熱々のご飯とともにいた
だいたり、炒飯やパスタ
にアレンジしたりと、お料
理の幅も広がります。

日本の極み 鯖缶セット

関 東 ・ 中 部

信玄 あわび煮貝詰合せ

申込番号   KY 21-035
醤油・唐辛子入・生姜入・味噌煮・水煮各180g
小

申込番号   KY 21-034
殻入天然あわび煮貝（6粒入）×2、殻入天然あわび煮貝（3粒入）
小
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細うどん、そうめんの乾
麺セットは、たっぷりのお
湯で麺をゆであげれば、
手軽に名古屋の味がい
ただけます。

日本の極み 名古屋よしだ麺乾麺セット

そうめん細うどん

上品でさっぱりとした味わ
いの「神戸ポーク」と、〈山
形の極み〉である純米大
吟醸「熊野のしずく」の酒
粕を合わせて作った角煮。
酒の風味と、とろける豚肉
の旨みをご堪能ください。

日本の極み 神戸ポークの酒粕角煮

全国の名産品をお届け

申込番号   KY 21-037
バラ角煮90g×4／賞味期間は冷蔵で14日
※冷蔵便にてお届け。

申込番号   KY 21-036
細うどん240g×4、そうめん200g×4、めんつゆ
30ml×16
小
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カレーに和風出汁と一味
を入れた八起庵オリジナ
ルカレーは、やわらかい
和風出汁の風味と一味
の辛味で作り上げた京風
の鶏カレーです。

小麦粉を選りすぐり、兵
庫県手延素麺協同組合
の指定生産者によって厳
寒期に生産された「揖保
乃糸」です。

揖
い ぼ の い と

保乃糸

中 部 ・ 関 西

八
は ち き あ ん

起庵 京風鶏カレー

申込番号   KY 21-039
手延素麺（紺帯）50g×30
小

申込番号   KY 21-038
京風鶏カレー230g×8
小
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1匹のとらふぐからわずか
しかとれない希少な薄皮
を塩辛風に味付けしまし
た。お酒のおつまみ、ご
飯のお供に好適です。と
らふぐヒレはひれ酒に。

とらふぐ塩辛とふぐひれセット
「大山どり」は、「大山どり
専用飼料」を与える事で
バランスの良い脂乗りと
旨みを追求した銘柄鶏
です。

大
だ い せ ん

山どり 焼肉セット

全国の名産品をお届け

申込番号   KY 21-041
モモ・ムネ各400g／国産
※冷凍便にてお届け。

申込番号   KY 21-040
とらふぐ塩辛60g×2、とらふぐ塩辛（ゆず胡椒風味）60g、とらふぐヒレ5枚／
とらふぐ（養殖）：国産
※冷凍便にてお届け。小 乳
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上品な甘みと繊細な味わ
いの「あかしあはちみつ」
と、いくつもの花が織りな
す豊かな香りやコクが特徴
の「百花蜂蜜」。貴重な国
産はちみつの詰合せです。

山田養蜂場 国産はちみつ詰合せ
甘酸っぱさと独特の苦み
が特徴の甘夏と、上品な
甘みとさわやかな酸味が
特徴のはっさくを、砂糖
漬けにしました。苦みが
緩和され、よりおいしくお
召しあがりいただけます。

日本の極み はっさく＆甘夏缶詰セット

中 国 ・ 四 国

申込番号   KY 21-043
はっさく295g（固形量170g）×4、甘夏295g（固形量170g）×3

申込番号   KY 21-042
里山のあかしあ蜂蜜・里山の百花蜂蜜各120g
※はちみつは1歳未満の乳児には与えないでください。

33



厚生労働大臣認定の製
麺技能士をはじめとする
熟練職人が、昔ながらの
製法で作りあげる手延べ
うどんです。

国産のあじとさばを開き
干しにし、骨までまるごと
食べられるよう仕上げまし
た。常温保存が可能な
上、電子レンジや湯せん
で簡単にお召しあがりい
ただけます。

骨までやわらか干物セット

全国の名産品をお届け

さぬき手延吟仕込うどん

申込番号   KY 21-044
手延吟仕込うどん200g×8
小

申込番号   KY 21-045
あじ開き（しお味・みりん味）×各2尾、さば片身（しお味）2枚／真あじ・
真さば：国産
小
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日本の極み 博多めんたいこ 3 種詰合せ
福岡最古の酒蔵、大賀
酒造の大吟醸酒を使った
「大吟醸仕込」や、「柚子
風味」｢七味風味｣。それ
ぞれの個性が楽しめます。

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。

四 国 ・ 九 州

申込番号   KY 21-047
原木乾椎茸どんこ100g／大分県産

申込番号   KY 21-046
辛子めんたいこ（大吟醸仕込・柚子風味・七味風味）各120g／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。

35



黒豚の肉は、筋繊維が
細いので歯切れがよくや
わらか。旨み甘みをたっ
ぷりと含み、脂肪の融点
が高いので脂がべとつき
ません。

銘柄豚の観音池ポークを
たっぷり使用したメンチカ
ツ。電子レンジであたた
めるだけで、揚げたての
味を楽しめます。

日本の極み メンチカツセット鹿児島県産黒豚 しゃぶしゃぶ用

全国の名産品をお届け

申込番号   KY 21-048
ロース500g／賞味期間は冷凍で30日／鹿児島県産 
※冷凍便にてお届け。

申込番号   KY 21-049
メンチカツ・チーズメンチカツ各85g×4
※冷凍便にてお届け。
小 乳
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島原手延黒ごまそうめん
島原伝承の手延べそうめんに粗挽きした黒ごまを
練り込んだ、一見そばのような見た目のそうめん
です。小麦と黒ごまの風味がクセになります。

九州

申込番号   KY 21-050
手延黒ごまそうめん50g×40
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」
全国の名産品をお届け
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種子島こだわりアイス (12個入 )
濃厚な安納芋をはじめ、紫芋、黒糖、緑茶、パッ
ションフルーツなど、種子島産の素材を使い味と香
りにこだわり一つ一つ丁寧に手作りしています。

しまもの

申込番号   KY 21-051
濃厚安納芋プレミアムアイスクリーム・安納芋アイス
クリーム・紫芋アイスクリーム・緑茶アイスクリーム・
黒糖アイスクリーム・パッションフルーツアイスミル
ク各90ml×2
※冷凍便にてお届け。
卵 乳
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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

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（7,000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   KY 21-052
内容／ Reluxクーポン券（7,000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。

特別な体験をとどけるホテル・旅館の宿泊予約サービス
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（7,000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   KY 21-053
内容／キッザニアギフト券（500円×14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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申込番号   KY 21-054
内容 ／ LINK FORESTクーポン券（7,000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。

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LINK FORESTクーポン券（7,000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   KY 21-055
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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




