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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。　

2021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、2021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

お届け先
ご住所

市外
局番 ーー

ー〒
都 道
府 県

お電話番号
お名前

フリガナ

ご希望お届け先

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。

2021  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 4315

4316

4317

4318

4319

4320

4321

オリジナル球根セット C

［東京 キッチンハンズ］
たっぷりソースのハンバーグ

［重慶飯店］
海岸通 点心料理セット6種

神奈川［鎌倉ハム富岡商会］
鎌倉ハムギフト

相模牛 すき焼用

［馬車道十番館］
ビスカウト 18枚入

北海道産 
ゆめぴりか 新米（5㎏）

4315

4316

4317

4318

4319

4320

4321 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

❶

❹

❸
❷❷

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

100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

大切なお知らせ

● 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

お申し込み
期限

2021年10月31日〈必着〉
※下記一部商品は9月30日必着のお申し込みとなります。
【4101】【4208】【4315】球根

2021年
10月下旬頃
※9月30日までの
はがき到着分

2021年
11月下旬頃
※10月31日までの
はがき到着分

商品の
お届け時期 1回目 2回目

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、
2021年10月31日（必着）となるようご投函下さい。 本年度より、上記お申し込み期限 2021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、

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。



※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。［申込期限］2021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。 2021年10月下旬頃（9月30日までのはがき到着分） 2021年11月下旬頃（10月31日までのはがき到着分）1回目 2回目

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。時期により混合
内容が異なることがあります。※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。

★
申込期限
9/30
必着

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。時期により混合内容が異
なることがあります。※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。

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。時期により混合内容が異なること
があります。※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。

※写真は全てイメージです。

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

★
申込期限
9/30
必着

★
申込期限
9/30
必着

※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

横浜馬車道に本店を持つガトー・ド・ボワイヤージュが
自信をもってお送りする焼菓子の詰め合わせです。
● 商品：フィナンシェ（プレーン、ショコラ）各1、
マドレーヌ×2、バトン（バニラ、ショコラ、キャラメル）各1、ドリップ珈琲マイ
ルドテイスト×3 ●賞味期限：製造日より常温で150日 【小麦、卵、乳】

※写真はイメージです。常温便

ビーフに数種の野菜（玉ねぎ、にんじん、じゃが
いも、揚げ茄子）を使い、チャツネを隠し味に
加えた味わい深いホテル監修のカレーです。
● 商品：200g×5
●賞味期限：出荷日より常温で365日
【小麦、乳】

常温便 常温便※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。

神奈川県の自然の中で育んだ、風味豊かなおいしい牛肉。黒毛和牛（父）とホル
スタイン牛（母）から生まれた交雑種です。神奈川県内の指定生産農場で真心
込めて、肥育しました。
● 商品：モモ350ｇ
● 賞味期限：出荷日より冷凍で30日

オリジナル球根セット A4101
商品番号

マイクロ胡蝶蘭「カプセル」4102
商品番号

スピーディベジタブル栽培キット4103
商品番号

4104
商品番号

福岡［博多華味鳥］華味鳥カレー4105
商品番号

［ありあけ］横濱ハーバー
ムーンガレット8個入 4106

商品番号

北海道産 鮭の切身＆三陸産 煮魚4213
商品番号

オリジナル球根セット B4208
商品番号

4211
商品番号 神奈川 横浜馬車道

［ガトー・ド・ボワイヤージュ］ギフトセット4212
商品番号

［崎陽軒］
シウマイ・お粥3種4箱詰合せ4209

商品番号 ［横浜ロイヤルパークホテル］監修
ビーフカレー（野菜入り)5食4210

商品番号

［馬車道十番館］ビスカウト 18枚入4320
商品番号

オリジナル球根セット C4315
商品番号

［東京 キッチンハンズ］
たっぷりソースのハンバーグ4316

商品番号 ［重慶飯店］
海岸通 点心料理セット6種4317

商品番号

神奈川［鎌倉ハム富岡商会］
鎌倉ハムギフト4318

商品番号

相模牛 すき焼用4319
商品番号

常温便

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

豚ロース肉を独自の調味液で味付けし、スモークして仕上げ
たロースハムです。
● 商品：ロースハム380ｇ
● 賞味期限：製造日より冷蔵で55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。
冷蔵便

国産牛、国産豚を使用したジューシーなハンバーグ。
じっくり煮込んだデミグラスソースがたっぷり。食材の
味を大切に作りました。
● 商品：ソースハンバーグ170g×4 ● 賞味期限：
製造日より冷凍で180日 【小麦、卵、乳】

※写真はイメージです。
冷凍便

冷凍便

冷凍便

※写真はイメージです。

1959年創業。横浜中華街の
四川料理専門店。重慶焼売を
筆頭に四川麻婆豆腐など、点心
や料理を詰め合わせました。
● 商品：重慶焼売×8、焼餃子
×8、えびにらまんじゅう×4、
蝦仁餃子×4、四川麻婆豆腐・
海老のチリソース 各180ｇ 各1
● 賞味期限：製造日より冷凍で
180日 【小麦、卵、エビ】

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。

日本の「餅」と、西洋の「ガレット」を織り交ぜて生まれた、新食感のソフトクッキー
です。ほんのりと醤油が香るお餅をガレット生地で包み焼き上げ、もちっとした
生地に、ごまとアーモンドの食感がお楽しみいただけます。
●商品：ムーンガレット×8
●賞味期限：製造日より常温で60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。
※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

常温便

※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 ※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㎏）4107
商品番号

北海道産 ゆめぴりか 新米（3.5㎏）4214
商品番号

北海道産 ゆめぴりか 新米（5㎏）4321
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。

※写真はイメージです。

骨まで柔らかく仕上げた三陸産さばの味噌煮と、しっかりとだしがしみた三陸産
ぶり大根、北海道産鮭の切身3種類を詰め合わせました。
● 商品：三陸産煮魚(さばの味噌煮130g・ぶり大根150g)各1、北海道産
鮭の切身(塩焼き40g・照り焼き40g 各1、味噌焼き40g×2)
●賞味期限：製造日より常温で360日 【小麦】

横浜ラーメン家系総本山。スト
レートの平太麺に鶏油の旨味
の効いた濃厚なスープが絶品
です。
● 商品：3食入
●賞味期限：製造日より常温
で90日 【小麦】 常温便

神奈川［横浜家系総本山 吉村家］
濃厚豚骨醤油

［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㎖）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、しぼりたて生ぽんず
360㎖×2 ● 賞味期限：製造日より常温で365日 【小麦】

横浜名物のシウマイと、世界三大ハムの一つ金華
火腿（キンカホウトイ）を使った、あっさりとした味わい
の中華粥が入ったセットです。
● 商品：真空パックシウマイ 15個入×1、帆立粥
×1、蟹粥×1、ふかひれ粥×1 ●賞味期限：製造日
より常温で150日 【小麦、カニ】

九州産・銘柄鶏「華味鳥」を使
用し、水たき料亭「博多華味鳥」
料理長が監修したチキンカレー
のセットです。
● 商品：粗挽きキーマ160g、
手羽元200g、華味鳥200g
各1 ●賞味期限：製造日より
常温で2年 【小麦、乳】

常温便
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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。
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。
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。
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十番館ビスカウトは、ガス灯をレリー
フにしたヨコハマらしい風情のある
ハイカラなお菓子です。サクサク
とした食感の良さ、甘みを抑えた
レモン、ピーナッツ、チョコレートの
3つの味をサンドしました。
● 商品：レモン・ピーナッツ・チョ
コレート 各6 ●賞味期限：製造
日より常温で90日 【小麦、卵、
乳、落花生】


