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全国 47 都道府県のグルメを集めた
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カタログギフトをお贈りいたします。

カタログギフト

3,000 円相当コース

株主優待制度のご紹介
当社は、株主の皆さまの日頃のご支援に感謝し、

掲載点数 47 点

より一層のご愛顧をいただくために、株主優待制度を導入しています。
この度、株主さまによりご満足いただけるよう、株主優待制度を一新しました。

新たな株主優待制度
100 株以上保有の株主さまを対象に、「au WALLET Market ※ 」で提供する「全国 47 都道府県のグルメ品」の中から、
「保有株式数」と「保有期間」に応じて 3,000 円～ 10,000 円相当の商品を自由にお選びいただけるカタログギフトを
贈呈いたします。
※
「au WALLET Market」
は、
「ライフデザイン企業」
への変革を目指す当社が提供する物販サービスです。

2017 株主優待

日本全国より選りすぐりのグルメをお届けいたします
山形

山形の極みプレミアムデザートジュース

島根

一夜干しセット

山形県産の果実を贅沢にしぼった「ストレート果汁 100％ジュース」。
果実本来の芳醇な香りとほどよい甘みをお届けいたします。

京都

宇治抹茶プリンとロールケーキ

宇治茶の名舗〈堀井七茗園〉の抹茶を使用した「抹茶ロールケーキ」と
「抹茶プリン」
。お茶席で使われるクラスの抹茶をふんだんに使った濃厚な味です。

贈呈時期：2017 年 6 月上旬予定

保有期間

保有株式数

5年未満

5年以上

100〜999株

3,000円相当

5,000円相当

1,000株以上

5,000円相当

10,000円相当

※新たな株主優待制度は、2017 年 3 月 31 日現在の株主名簿に記録された株主さまが対象となります。
今後の業績動向や会社方針の変更などのさまざまな要因により、制度の廃止を含む優待制度そのものの見直し、または内容
変更が行われる可能性があります。また、商品については、在庫や仕入れなどの状況により、変更となる場合があります。
※本変更に伴い、2016 年の優待制度「au WALLET Market 商品詰め合わせ」および「au 端末割引クーポン」は廃止します。
なお、
「au 端末割引クーポン」の廃止は、
「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関する総務省による是正指導」を
踏まえてのものです。
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新鮮なのどぐろ（赤むつ）、真あじ、蒸しかれいの旨みを引き出した
一夜干しセット。酒の肴にもぴったりです。

鹿児島

月揚庵のさつまあげ

良質な魚肉のすり身に鹿児島県産の焼酎や黒砂糖などで味付けし、
菜種油で風味よく揚げました。本場薩摩の味わいをご賞味ください。

3,000 円相当コース掲載商品一覧 （在庫や仕入れなどの状況により、変更となる場合があります。
）
〈北海道〉 十勝白い牧場アイスクリーム
〈青森〉 八戸鯖の棒寿司・鯖のスモークサーモン
〈岩手〉 オガタ 前沢牛入り生ハンバーグ
〈秋田〉 稲庭手延うどん
〈宮城〉 伊達の牛タン
〈山形〉 山形の極み プレミアムデザートジュース
〈福島〉 喜多方ラーメンセット
〈群馬〉 上州三元もち豚焼肉
〈茨城〉 燻製工房「風實」のスモークチーズとベーコン詰合せ
〈栃木〉 千本松牧場 アイスクリームセット
〈千葉〉 白子のり 焼のり詰合せ
〈埼玉〉 狭山 煎茶詰合せ
〈東京〉 新宿中村屋 プチカレーセット
〈神奈川〉 耀盛號中華バラエティセット
〈山梨〉 信玄 あわび・煮貝詰合せ
〈新潟〉 越後抄 稲穂の旅

〈石川〉 村上 和菓子詰合せ
〈富山〉 立山名水豚味噌漬け
〈長野〉 信州戸隠そば詰合せ
〈福井〉 福井県池田町産特栽米こしひかり
〈静岡〉 まぐろ丼の素
〈愛知〉 スギモト ハム詰合せ
〈三重〉 三重県産牛 牛肉コロッケ
〈岐阜〉 内堀醸造 お酢セット
〈奈良〉 三輪素麺 三輪の白糸
〈滋賀〉 かねきち 近江牛 すき焼用
〈和歌山〉 梅花音
〈京都〉 宇治抹茶プリンとロールケーキ
〈大阪〉 千房 お好み焼セット
〈兵庫〉 ISAGO 神戸ビーフカレー
〈岡山〉 ひるぜん焼きそば
〈鳥取〉 新藤 コナンカレー

〈島根〉 一夜干しセット
〈広島〉 尾道ラーメン
〈山口〉 とらふぐ塩辛
〈徳島〉 阿波尾鶏ムネ燻製
〈香川〉 讃州中郡讃岐うどん
〈高知〉 四万十鶏 焼肉
〈愛媛〉 宇和島じゃこ天詰合せ
〈福岡〉 辛子明太子
〈佐賀〉 唐津くん煙工房ハム・ソーセージ
〈大分〉 食卓のおとも詰合せ
〈長崎〉 杉谷本舗 生どら詰合せ
〈宮崎〉 ひや汁の素
〈熊本〉 芋屋長兵衛 熊本いきなり団子
〈鹿児島〉 月揚庵のさつまあげ
〈沖縄〉 ぬちまーす
2017 株主優待ご案内 3

株主優待制度のご紹介 2

カタログギフトをお贈りいたします。

株主優待制度のご紹介 3

カタログギフト

カタログギフト

5,000 円相当コース

北海道

札幌バルナバハムハム・ウィンナーセット

ウィンナーは北海道産の豚肉を使用。軽く炒めるかボイルで。ロースハム・
ボンレスハム・生ハムはサラダやマリネに。

徳島

阿波牛 すき焼き

きめの細かい肉質で、やわらかくしっとりとした舌ざわりが特徴。鮮やかな
赤身に、乳白色の脂肪が霜降り状に入った和牛をお楽しみください。

掲載点数 47 点

福井

日本の極み 鯖缶セット

福岡

日本の極み 博多辛子めんたいこ詰合せ

味覚にこだわると共に、鯖どころ特有の調味技術により風味豊かに仕上げ、
醤油、唐辛子などバラエティゆたかな味わいの缶詰をセットにしました。

素材にとことんこだわった調味液にじっくり漬け込んだ、辛さと香りの
引き立つ辛子めんたいこ詰め合わせです。

5,000 円相当コース掲載商品一覧 （在庫や仕入れなどの状況により、変更となる場合があります。）
〈北海道〉 札幌バルナバハム ハム・ウィンナーセット
〈青森〉 りんごジュース
〈岩手〉 前沢牛ハンバーグ
〈秋田〉 無限堂 稲庭うどん
〈宮城〉 仙台牛すきやき用
〈山形〉 山形の極み 置賜産 特別栽培米つや姫
〈福島〉 喜多方ラーメンセット
〈群馬〉 高崎ハム ハム詰合せ
〈茨城〉 めん工房ほさか そば屋の手打ちそばセット
〈栃木〉 千本松牧場 アイスクリームセット
〈千葉〉 福留ハム ハム・ソーセージ
〈埼玉〉 草加煎餅詰合せ
〈東京〉 新宿中村屋 プチカレーセット
〈神奈川〉 耀盛號 ふかひれ丼・デザートセット
〈山梨〉 信玄 あわび煮貝詰合せ
〈新潟〉 みゆき堂本舗 稲穂の恵み
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〈石川〉 村上 和菓子詰合せ
〈富山〉 立山名水豚味噌漬け
〈長野〉 信州寒ざらし石臼挽き生そば
〈福井〉 日本の極み 鯖缶セット
〈静岡〉 黒潮造り詰合せ
〈愛知〉 スギモト 名古屋コーチン焼鳥串セット
〈三重〉 九鬼産業 はちみつごまくりーむ
〈岐阜〉 新杵堂 ロールケーキ 4 種詰合せ
〈奈良〉 三輪素麺
〈滋賀〉 近江牛 すき焼用
〈和歌山〉 梅彩花 はちみつ梅
〈京都〉 抹茶ときな粉のクリーム大福（京 ･ 和華）
〈大阪〉 夢一喜フーズ ハム・ウィンナー詰合せ
〈兵庫〉 コウノトリ育むお米
〈岡山〉 ひるぜん焼きそば
〈鳥取〉 大山どり 焼肉セット

〈島根〉 一夜干し詰合せ
〈広島〉 尾道ラーメン
〈山口〉 ふぐの一夜干し・唐揚げセット
〈徳島〉 阿波牛 すき焼
〈香川〉 さぬき手延吟仕込うどん
〈高知〉 高知アイスお茶アイスクリームセット
〈愛媛〉 愛媛県産 柑橘ジュース６本セット
〈福岡〉 日本の極み 博多辛子めんたいこ詰合せ
〈佐賀〉 唐津くん煙工房ハム・ソーセージ
〈大分〉 昆布・椎茸詰合せ
〈長崎〉 杉谷本舗 かすてら職人のロールケーキ
〈宮崎〉 宮崎牛 焼肉用
〈熊本〉 大阿蘇どり西京味噌漬
〈鹿児島〉 月揚庵のさつまあげ
〈沖縄〉 おもろ海産島もずくスープセット

10,000 円相当コース

山形

山形の極み 山形牛サーロイン酒粕味噌漬け

岡山

フルーツコンポート詰合せ

山形の歴史ある酒蔵の酒粕と県産の素材を生かして造られた味噌に
山形牛を漬け込み、深みのある味わいに仕上げた味噌漬けです。

フルーツをシロップ漬けにしたフルーツコンポート。フルーツ王国岡山の
贅沢なみずみずしい味わいをお楽しみいただけます。

掲載点数 47 点

静岡

静岡県水揚げのうまい丼セット

沖縄

あぐー豚しゃぶしゃぶ用

静岡県で水揚げされたまぐろやかつおなどを手軽に楽しめる丼セット。
また、静岡名産のしらすや桜えびもお楽しみいただけます。

沖縄県内でも生産量の少ないブランド豚。繊維がきめ細かく、まろやかな
旨みが特徴です。上品な味わいをぜひしゃぶしゃぶでご堪能ください。

10,000 円相当コース掲載商品一覧 （在庫や仕入れなどの状況により、変更となる場合があります。
）
〈北海道〉 札幌バルナバハム ハム・ウィンナーセット
〈青森〉 シャモロック粕漬
〈岩手〉 日本の極み 北海海産づくし
〈秋田〉 稲庭手延うどん
〈宮城〉 仙台牛すきやき用
〈山形〉 山形の極み 山形牛サーロイン酒粕味噌漬け
〈福島〉 喜多方ラーメンセット
〈群馬〉 上州牛 焼肉用
〈茨城〉 ローズポークスモークスペアリブ
〈栃木〉 和牛ローストビーフセット
〈千葉〉 下総醤油
〈埼玉〉 彩の国黒豚詰合せ
〈東京〉 日本の極み 築地仕込の紅鮭
〈神奈川〉 中華惣菜バラエティセット
〈山梨〉 信玄 殻付あわび・煮貝詰合せ
〈新潟〉 焼漬けセット

〈石川〉 丸山 加賀ふるさとの味詰合せ
〈富山〉 かねみつ 天然魚の昆布じめ刺身
〈長野〉 信州プレミアム牛肉サーロインステーキ
〈福井〉 越前産 特別栽培米あきさかり
〈静岡〉 静岡県水揚げのうまい丼セット
〈愛知〉 スギモト ハム詰合せ
〈岐阜〉 飛騨牛 すき焼用
〈三重〉 松阪牛 焼肉用
〈奈良〉 三輪素麺
〈滋賀〉 ゆば八 比叡ゆば 生ゆばセット
〈和歌山〉 日本の極み うめみつぼし
〈京都〉 モリタ屋 国産黒毛和牛焼肉用
〈大阪〉 千房 お好み焼ボリュームセット
〈兵庫〉 神戸牛ビーフハンバーグ
〈岡山〉 フルーツコンポート詰合せ
〈鳥取〉 境港産前浜干物

〈島根〉 のどぐろの開き
〈広島〉 世羅高原特選かすていら
〈山口〉 とらふぐ刺身・ちり鍋セット
〈徳島〉 阿波尾鶏 オードブルセット
〈香川〉 さぬき手延うどん詰合せ
〈高知〉 かつおたたきと炙りまぐろセット
〈愛媛〉 ロンガフーズ スティッククレープセット
〈福岡〉 日本の極み 博多辛子めんたいこ詰合せ
〈佐賀〉 唐津くん煙工房ハム・ソーセージ
〈大分〉 関あじたたきとはもしゃぶ
〈長崎〉 海鮮づくし詰合せ
〈宮崎〉 宮崎牛 焼肉用
〈熊本〉 熊本県産 森のくまさん
〈鹿児島〉 有村屋 さつま揚げ詰合せ
〈沖縄〉 あぐー豚 しゃぶしゃぶ用
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株主・投資家の皆さまへ

今回お届けした商品は
「au WALLET Market」
でご購入が可能です。
auショップの店頭にて、ショップスタッフが、ご購入のためのサポートをします。
また、ご自身のスマートフォン・PCにて、インターネット経由でもご購入が可能です。

au WALLET Marketはいろいろな商品をご用意しています。

株主・投資家の皆さまへ
当社は、持続的な利益成長と株主還元強化の両立を通じて、
企業価値の更なる向上を目指します。

業績と配当の推移

※2016年5月発表

株主還元については、持続的な利益成長を背景に、財務面の健全性を維持しつつ、安定的な配当を継続していくことを
会社の基本方針としています。
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株主さま向けイベントの開催
当社は、株主さまを対象とした各種イベントを毎年開催しています。2016年には、海底ケーブル保守船
「KDDIオーシャン
リンク」
の停泊港施設である
「国際ケーブルシップ・横浜保守センター」
や通信ネットワークの監視機能を擁する
「KDDI
新宿ビル」
をご見学いただきました。また、グループ会社が主催するチャリティコンサートにもご招待しました。

＊2

＊2

KDDIの国際通信に欠かせない、海底ケーブルの建設・
保守を担うケーブルシップ
「KDDIオーシャンリンク」

商品について詳しくは、au ショップスタッフへお尋ねいただくか、au ホームページまで。

http://www.au.kddi.com/

「KDDI新宿ビル」施設見学会で、株主の皆さまが
災害用大ゾーン基地局を見学される様子

※施設見学会は、アンケートにご回答いただいた上で、施設見学会への参加をご希望いただいた株主さまを対象に、抽選でご招待しています。
※2016年において、当初予定していた
「KDDIオーシャンリンク」
の見学会は、同船がケーブル補修により緊急出港したため、「国際ケーブルシップ・
横浜保守センター」
見学会に変更となりました。

※au WALLET Marketでのご購入はau IDが取得可能なKDDIサービスを契約中、かつ契約者ご本人さまであることが必要です。
また、ご購入時には、au WALLET Marketの会員登録（無料）が必要です。
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■ au WALLET Market お問合せ窓口
■ au ホームページ

0120-924-703（年中無休 9：00 〜 20：00）

http://www.au.kddi.com/

■株主優待制度ホームページ

http://www.kddi.com/ir-p/

KDDI 株式会社

