
ご 案 内

2020年3月期

株式会社筑邦銀行
株主さまご優待のご案内

株 主 の 皆 さ ま へ
　株式会社筑邦銀行では、株主の皆さまからの日頃のご支
援・ご愛顧にお応えし、喜んでいただけるよう、2020年３月
31日現在、当行の株式を100株以上保有されている株主さま
を対象として、保有株式数および保有期間に応じた株主優待
を実施いたします。

　ご希望の商品を１点お選びいただき、ご返信いただければ、
株主さまのご住所にお届けいたします。詳しくは以下のご案
内をご覧ください。

　今後とも当行へのご支援ご鞭撻のほど、よろしくお願い申
しあげます。

取締役頭取　佐　藤　清一郎

お 申 込 期 限
2020年７月31日（金）（当日消印有効）

●ご希望の優待品番号・電話番号等、必要事項を同封の株主優待申込書にご記
入いただき、株主さま控えを切り離したうえで、郵便ポストにご投函ください

（切手は不要です）。
●株主さまご優待につきましては、日本証券代行に委託しており、優待に関す

るお問い合わせは、裏面記載の日本証券代行代理人部が承ります。
●同封の株主優待申込書は譲渡できません。
●破損・不良品以外の商品のお取替えは、ご容赦願います。
●商品のお届けに際しては簡易包装または宅配用紙袋での配達となりますの

で、ご了承ください。
●カタログ掲載商品は写真と実物商品が多少異なる場合があります。あらかじ

めご了承ください。
●商品のお届けは、国内に限らせていただきます。
※商品は９月より順次お届けいたします。

〈不良品の交換について〉
発送時の品質チェックには万全を期しておりますが、お届けの商品がご注文と
異なっていたり、欠陥があった場合にはお取替えをさせていただきます。
次の商品につきましては交換をお受けできません。
・一度ご使用になった商品
・商品お届け後にキズや汚れが生じた商品

・すき焼きのたれ〈500ml〉・白だし〈500ml〉・濃口醤油（錦）
〈500ml〉・ゆずぽん酢〈500ml〉・めんつゆ〈500ml〉

明治39年創業、朝倉の老舗醤油屋。醤油と酢をベースに
５種類の調味料をご用意いたしました。ぜひ一度ご賞味くだ
さい。

■商品内容

老松醤油詰合せ
優待品番号 ● 13 ㈱老松醤油松岡本家

「天草を感じるオリーブ」天草で育ったオリーブを、収穫から
24時間以内に搾ったエクストラバージンオリーブオイルと、イ
タリア提携農園で作られたイタリア産エクストラバージンオリー
ブオイルをブレンド。天草オリーブ園AVILOオリジナルブレンド
と美しい天草灘の海水100％で作った海水塩のセットです。

エクストラバージンオリーブオイル天草スペシャルブレンド×1
（内容量：137g）、天草サルト×1（内容量：70g）

■商品内容

オリーブオイルセット
優待品番号 ● 15 ㈱九電工

ロースハム80g×1、ボンレスハム90g×1、ベーコンスライス
90g×1、ベーコンステーキ90g×1、ロースハムステーキ90g×1

筑前ハムは、創業当時から変わらぬ製法でおいしさにこ
だわってハムやソーセージ・ウインナーを作っています。特
にボンレスハムにおきましては九州産の豚もも肉を使用し、
部位にもこだわって丁寧に仕上げています。おすすめの５点
詰合せです。

■商品内容

筑前ハム　ハム・ベーコンセット
優待品番号 ● 12 佐藤㈱

黒田武士辛子明太子（無着色）270g

銘酒『黒田武士』を使用して漬け込んだ深い味わいの博多
辛子明太子です。博多限定販売の明太子をご案内致します。

■商品内容

黒田武士辛子明太子
優待品番号 ● 11 ㈱かねふく

浴用石けん（100ｇ）×10、ビューティーソープ（100ｇ）×10

シャボン玉の定番人気商品の浴用石けんと、シルクのよ
うに上質でなめらかな濃厚な泡が、素肌をしっとりと洗い
上げる、ビューティーソープの詰合せ。

■商品内容

ナチュラルギフト
優待品番号 ● 14 シャボン玉石けん㈱

以下の場合は４の八女茶詰合せをお届けいた
します。
① お申込み多数のためご希望の商品をお届け

できない場合
②優待品のご記入がない場合
③優待品を複数ご指定された場合
④ 酒類をご選択で年齢確認のチェックがない

場合

お問い合わせ先：  日本証券代行株式会社代理人部

受付時間：9：00～17：00（土日祝日を除く）
0120-707-843（フリーダイヤル）

株主さまから寄付を募り、株主さまに代わりまして、社
会貢献活動団体『くるめ「小さな親切」運動の会』へ寄付を
させていただきます。なお、当行名義で寄付いたしますの
で、領収書の発行につきましてはいたしかねます。

社会貢献活動団体への寄付
優待品番号 ● 16

体験ギフトカタログはエステや陶芸、乗馬など九州で体
験できるメニューが約100メニュー掲載されています。付
属のチケットを利用することでお好きな体験にチャレンジ
することが出来ます。

お友達や、ご夫婦、お孫さんと初めての体験に出掛けて
みてはいかがでしょうか。

乗馬／ボルダリング／
リバーカヤック／陶芸／ヨガ
フットマッサージ／エステ
その他　約100種類掲載

■掲載内容例

体験ギフト
優待品番号 ● 17 ㈱ディスカバリージャパン

●陶芸体験 ●乗馬体験

●柳川川下り体験 ●カヤック体験

●日帰り温泉体験 ●藍染め体験
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項番 品目
（商品名）

１ 焼菓子詰合せ

２ 大分県産一番採りどんこ椎茸

３ 古蓮和みのアイスクリーム

４ 八女煎茶詰合せ

５ 繁桝　純米大吟醸

６ 喜多屋　純米吟醸・特別純米セット

７ 和洋双菓

８ 豚の角煮

９ 本くず餅本わらび餅

10 大砲ラーメン詰合せ　

11 黒田武士辛子明太子

12 筑前ハム　ハム・ベーコンセット

13 老松醤油詰合せ

14 ナチュラルギフト

15 オリーブオイルセット

16 社会貢献活動団体への寄付

17 体験ギフト

厳選された素材を使用し、創業昭和24年以来、守り続け
たアイスクリームです。添加物は一切使用しておりません。

抹茶 90ml×２、バニラ 90ml×２、チョコ 90ml×２
■商品内容

㈾古蓮
古蓮和みのアイスクリーム
優待品番号 ● ３

豚の角煮450ｇ×2袋

昭和二年から続く博多を代表する料亭。創業以来、各界の
著名人をはじめ博多の地で愛されてきました。

長時間時間をかけて煮込み、柔らかさの中にもしっかり
とした歯ごたえも感じる食感です。

■商品内容

㈲老松
豚の角煮
優待品番号 ● ８

大分県産どんこ椎茸　105ｇ

日本一の乾しいたけの生産量を誇る大分県より、肉厚で
料理に使い易い中玉どんこ椎茸を詰合せいたしました。（大
分乾しいたけトレーサビリティ協議会認証シール、製品シ
リアルナンバー付）

■商品内容

大分県産一番採りどんこ椎茸
兼貞物産㈱優待品番号 ● ２

千鳥饅頭８個・チロリアン16本・チロリアンハット６枚

さらしにさらした極上の白餡をカステラ生地で包み、黄
金色に焼き上げた九州を代表する銘菓千鳥饅頭と、新鮮な
ミルクとバターをたっぷりと使いサクッと焼き上げた軽い
食感のロールクッキーに口どけなめらかなクリームを入れ
たチロリアンとパリッと繊細に焼き上げたゴフレでクリー
ムをサンドしたチロリアンハットの詰合せ。

■商品内容

㈱千鳥饅頭総本舗
和洋双菓
優待品番号 ● ７

純米吟醸寒山水55％磨き　720ml×1本
特別純米　喜多屋　夢一献　720ml×1本

「山田錦」と八女産「吟のさと」を低温でじっくり発酵させ、
軽やかな香りとキレの良い風味を引き出した純米吟醸酒と、
福岡県オリジナルの酒米「夢一献」で醸した特別純米酒の
セットです。幅広い料理を引き立てます。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

■商品内容

㈱喜多屋
喜多屋　純米吟醸・特別純米セット
優待品番号 ● ６

古賀茶業は八女茶製茶問屋として、生産家と緊密に意見交換をし、季
節やお客様の嗜好に合った茶の仕上げを行っています。

岩田屋三越が、八女茶発祥の地、笠原霊巌寺近隣の茶畑を所有する徳
永氏とコラボした「岩田屋三越ファーム笠原茶園」、ななつ星に採用され
ている「八女煎茶　香」、良質な玉露の産地星野村産の星野煎茶等を詰合
せました。

岩田屋三越ファーム笠原茶園　80ｇ、
八女煎茶　香　100ｇ、星野煎茶　60ｇ

■商品内容

古賀茶業㈱
八女煎茶詰合せ
優待品番号 ● ４

［本くず餅］（くず餅：73g、黒糖みつ：10g、きな粉：3g）×6
［本わらび餅］（わらび餅：73g、黒糖みつ：10g、きな粉：3g）×6

創業140有余年の葛・蕨専門メーカー廣八堂の本葛粉・
本蕨粉を使用した商品の詰合せです。黒糖みつときな粉をセ
ットした商品。ご家庭でお手軽にお召し上がり頂けます。

■商品内容

株式会社　廣八堂
本くず餅本わらび餅
優待品番号 ● ９

純米大吟醸酒　720ml
原料米　山田錦100％
精米歩合　40％

創業1717年、平均精米歩合50％半ばで吟醸蔵と呼ばれ
ている。自社精米機にて40％まで精米。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

■商品内容

㈱高橋商店
繁桝　純米大吟醸
優待品番号 ● ５

ダックワーズ ２個入×５、ギャレットブルトンヌ ５枚入×１

16区オーナーシェフ・三嶋隆夫氏が考案し、お菓子の本
場フランスでも人気の高い「ダックワーズ」と、ひとつひと
つ徹底したこだわりのある焼菓子を詰合せました。

■商品内容

焼菓子詰合せ
優待品番号 ● １ フランス菓子16区

【４食入り】麺110ｇ×４、ふつうスープ67ｇ×２、昔スープ70ｇ×２、
紅しょうが3ｇ×４、すりごま２ｇ×４

【２食入り】麺110ｇ×２、ふつうスープ67ｇ×１、昔スープ70ｇ×１、
紅しょうが3ｇ×２、すりごま2ｇ×２

とんこつラーメン発祥の地、久留米の老舗「大砲ラーメ
ン」。麺は大砲ラーメン麺工房自家製の滑らかでコシのある
生麺をセット。創業当時の屋台の味を再現したこってり昔
ラーメンと定番のまろやか味を詰め合せました。地元久留米
の有名店の味をご家庭でご堪能ください。

■商品内容

㈱森光商店
大砲ラーメン詰合せ

優待品番号 ● 10

お問い合わせ先：  日本証券代行株式会社代理人部

受付時間：9：00～17：00（土日祝日を除く）
0120-707-843（フリーダイヤル）

以下の場合は４の八女茶詰合せをお届けいた
します。
① お申込み多数のためご希望の商品をお届け

できない場合
②優待品のご記入がない場合
③優待品を複数ご指定された場合
④ 酒類をご選択で年齢確認のチェックがない

場合
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