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第四北越
フィナンシャルグループ
株主優待カタログ

1千株以上お持ちの株主さま

※表紙画像、佐渡市：佐渡金山の道遊の割戸

0120-120-363お問い合わせは
第四北越銀行 株主優待事務局

受付時間／9：00～17：00（土・日・祝休日を除く） 
※8月31日（水）までお問い合わせいただけます。

2 0 2 2年 7月15日（金）までに
事務局に到着するようご投函ください。

受付は先着順となります。

お申し込み
期限

Bコース　1千株以上お持ちの株主さま用表紙
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●優待品は、株主名簿に記載されたご住所にお届けいたします。転居
によりご住所を変更されている場合は、第四北越フィナンシャル
グループ株主優待事務局（ 　 0120-120-363）にお電話ください。
●2022年6月下旬より順次発送となります。
●お申し込みより1か月～1か月半程度でのお届けとなります。状況に
より到着が遅れる可能性もございます。
●商品のお届けは日本国内に限らせていただきます。

■カタログ表記について
●賞味期間は、製造日よりの日数を表記しております。
●加工地、産地は、変更になる場合がございますので予めご了承ください。
●特定原材料アレルギー物質7品目（小麦、卵、乳、そば、落花生、えび、かに）を表
記しております。ご確認のうえ優待品をご選択ください。

■クール宅急便（冷凍、冷蔵）の優待品をお選びいただく場合のご注意
●一部離島へはお届けできませんのでお申し込みの際は
十分ご注意ください。（新潟県内は全域対応いたします。）

■個人情報について
●お預かりしました個人情報は株主優待以外の目的には一切使用いたしません。

■お酒をお申し込みいただく場合
●20歳以上の方のみとさせていただきます。
●株主優待申込書の「お酒をお申し込みの方」欄にチェックがなく、第2希望以降
にお酒以外の優待品がある場合は、第2希望以降の優待品をお届けいたします。
また、チェックがなく、お酒のみお申し込みの場合は、事務局よりお電話をさせて
いただきます。
●法人の方はチェック不要です。

■ご希望された優待品について
●天候、メーカーの都合や、限定数量を超えた際など、ご希望に沿えない場合がご
ざいますので、必ず第1希望から第3希望までご記入をお願いいたします。万一、
第3希望までご希望に沿えない場合は、事務局よりお電話させていただきます。

●受付は先着順となります。
■配送日時のご指定について
●配送日時のご指定はお受けできません。

■パッケージについて
●品質保持のため、パッケージおよび梱包形態が変更になる場合がございます。

■優待品破損等によるお取り替えについて
●お届けした優待品が「汚れていた」「破損していた」「第1希望～第3希望のいず
れにも該当しない」などの場合は、事務局宛にご連絡ください。
　新しい優待品とお取り替えさせていただきます。

　＊到着後7日以上経過した優待品のお取り替えはお受けできません。

ご注意事項

2022年7月15日（金）
＊優待品によっては状況により到着が遅れる可能性もございます。

お申し込み期限 お申し込み期限を
過ぎた場合

お申し込みのない場合と同様に、
優待品を発送いたしません。

STEP1 優待品を選ぶ

STEP2 株主優待申込書に記入する

STEP4 優待品のお届け

住所、お名前のご記入不要 優待品は第１希望～第3希望をご記入

お届け先のお電話番号をご記入 お酒をお申し込みの際必ずチェック

＊20歳未満の方は酒類のご希望、お申し込みはできません。

●同封のはがき【株式会社 第四北越フィナンシャルグループ 
2022年 株主優待申込書】に必要事項をご記入ください。

STEP3 ポストに投函する
●〈株主さま控え〉を切り取って〈株主優待申込書〉のみご投函ください。
ご投函の際に切手は不要です。

2022年7月15日（金）までにご投函ください。
＊お申し込みのない場合は優待品を配送いたしません。お申し込み後の取り消し
および変更はいたしかねます。予めご了承ください。

優待品お申し込みのご案内

お申し込み内容のお控えとして
優待品が届くまで大切に保管し
てください。

優待品を確実にお届けするため
に、お電話番号のご記入をお願
いいたします。

お酒をお申し込みの方は必ず
印をお付けください。

※チェックのない場合は、第2希
望以降に振り替えさせていた
だきます。

申込書の記入方法

B-01 0000セット数量
限定

〈例〉「B-01」と記入

必ず第3希望までご記入ください

申込書に
住所、お名前などのご記入は不要です。

●本冊子、又は別冊カタログの中から優待品を１点お届けいたします。
優待品は第1希望～第3希望までお選びください ＊優待品を他者に譲渡することはできません。

　本冊子に掲載の優待品以外はお選びいただけません。

ご希望の優待品の左上に記載されている［B-01～B-65］［B-90～B-99］
の番号をご記入ください。
第1希望の優待品をお届けできない場合がございますので、必ず第3希望まで
ご記入をお願いいたします。

該当優待品の左上に記載してある［B-01～B-65］
［B-90～B-99］の商品番号をご記入ください。

0120-120-363
第四北越フィナンシャルグループ 株主優待事務局

受付時間／9：00～17：00（土・日・祝休日を除く）
※８月31日（水）までお問い合わせいただけます。

お問い合わせは

●優待品は、株主名簿に記載されたご住所にお届けいたします。転居
によりご住所を変更されている場合は、第四北越フィナンシャル
グループ株主優待事務局（ 　 0120-667-820）にお電話ください。
●2019年6月下旬より順次発送となります。
●お申し込みより1か月～1か月半程度でのお届けとなります。状況に
より到着が遅れる可能性もございます。
●商品のお届けは日本国内に限らせていただきます。

■カタログ表記について
●賞味期間は、製造日よりの日数を表記しております。
●加工地、産地は、変更になる場合がございますので予めご了承ください。
●特定原材料アレルギー物質7品目（小麦、卵、乳、そば、落花生、えび、かに）を表
記しております。ご確認のうえ優待品をご選択ください。

■クール宅急便（冷凍、冷蔵）の優待品をお選びいただく場合のご注意
●一部離島へはお届けできませんのでお申し込みの際は
十分ご注意ください。（新潟県内は全域対応いたします。）

■個人情報について
●お預かりしました個人情報は株主優待以外の目的には一切使用いたしません。

■お酒をお申し込みいただく場合
●20歳以上の方のみとさせていただきます。
●株主優待申込書の「お酒をお申し込みの方」欄にチェックがなく、第2希望以降
にお酒以外の優待品がある場合は、第2希望以降の優待品をお届けいたします。
また、チェックがなく、お酒のみお申し込みの場合は、事務局よりお電話をさせて
いただきます。
●法人の方はチェック不要です。

■ご希望された優待品について
●天候、メーカーの都合や、限定数量を超えた際など、ご希望に沿えない場合がご
ざいますので、必ず第1希望から第3希望までご記入をお願いいたします。万一、
第3希望までご希望に沿えない場合は、事務局よりお電話させていただきます。

●受付は先着順となります。
■配送日時のご指定について
●配送日時のご指定はお受けできません。

■パッケージについて
●品質保持のため、パッケージおよび梱包形態が変更になる場合がございます。

■優待品破損等によるお取り替えについて
●お届けした優待品が「汚れていた」「破損していた」「第1希望～第3希望のいず
れにも該当しない」などの場合は、事務局宛にご連絡ください。
　新しい優待品とお取り替えさせていただきます。

　＊到着後7日以上経過した優待品のお取り替えはお受けできません。

ご注意事項

2019年7月18日（木）
＊優待品によっては状況により到着が遅れる可能性もございます。

お申し込み期限 お申し込み期限を
過ぎた場合

お申し込みのない場合と同様に、
優待品を発送いたしません。

STEP1 優待品を選ぶ。

STEP2 株主優待申込書に記入する。

STEP4 優待品のお届け。

●本冊子、又は別冊カタログの中から優待品を１点お届けいたします。
優待品は第1希望～第3希望までお選びください

住所、お名前のご記入不要 優待品は第１希望～第3希望をご記入

お届け先のお電話番号をご記入 お酒をお申し込みの際必ずチェック

＊優待品を他者に譲渡することはできません。
　本冊子に掲載の優待品以外はお選びいただけません。

＊20歳未満の方は酒類のご希望、お申し込みはできません。

●同封のはがき【株式会社 第四北越フィナンシャルグループ 
2019年 株主優待申込書】に必要事項をご記入ください。
ご希望の優待品の左上に記載されている［A-01～A-66］［A-90～A-97］
の番号をご記入ください。
第1希望の優待品をお届けできない場合がございますので、必ず第3希望まで
ご記入をお願いいたします。

STEP3 ポストに投函する。
●〈株主さま控え〉を切り取って〈株主優待申込書〉のみご投函ください。
ご投函の際に切手は不要です。

2019年7月18日（木）までにご投函ください。
＊お申し込みのない場合は優待品を配送いたしません。お申し込み後の取り消し
および変更はいたしかねます。予めご了承ください。

優待品お申し込みのご案内

お申し込み内容のお控えとして
優待品が届くまで大切に保管し
てください。

優待品を確実にお届けするため
に、お電話番号のご記入をお願
いいたします。

お酒をお申し込みの方は必ず
印をお付けください。

※チェックのない場合は、第2希
望以降に振り替えさせていた
だきます。

申込書の記入方法

該当優待品の左上に記載してある［A-01～A-66］
［A-90～A-97］の商品番号をご記入ください。

A-01 0000セット数量
限定

〈例〉「A-01」と記入

必ず第3希望までご記入ください

申込書に
住所、お名前などのご記入は不要です。

0120-667-820
第四北越フィナンシャルグループ 株主優待事務局

受付時間／9：00～17：00（土・日・祝休日を除く）
※８月30日（金）までお問い合わせいただけます。

お問い合わせは
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拝啓　時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　第四北越フィナンシャルグループでは、株主の皆さまからの日頃のご支援に感謝するとともに、

当社株式への投資魅力を高め、より多くの皆さまに、長期間当社株式をお持ちいただきたいとの

思いから、カタログギフトによる株主優待制度を実施しております。

　本カタログでは、地元新潟県ならではの食品や工芸品に加え、新型コロナウイルス感染症の

治療・感染防止活動に従事する方々や、子ども食堂、フードバンクなどへのご支援を目的とした

各種寄付コースをご用意するなど、地域のサステナビリティ向上に向けた取り組みも行っており

ます。また、別冊カタログでは、TSUBASAアライアンス参加行である千葉銀行、中国銀行、

伊予銀行、東邦銀行、群馬銀行との共同企画による、各行の地元の名産品（千葉県、岡山県、

愛媛県、福島県、群馬県）もご用意しております。

　本カタログ、別冊カタログの中から、いずれかひとつ、ご希望のものをお選びいただければ幸い

です。

　当社は、2018年10月の設立以降、子銀行の合併をはじめとしたグループ会社の再編を通じて、

グループ経営体制を強化しており、今後も県内最大の金融・情報サービスグループとして、グループ

総合力を発揮し、持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。

　株主の皆さまにおかれましては、より一層のご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。

 敬　具

ご あ い さ つ

株式会社第四北越フィナンシャルグループ

代表取締役社長　殖栗 道郎

寄付
B-63 公益財団法人第四北越奨学会への寄付 18 ページB-64 新潟県「新型コロナウイルス感染症対策等応援基金」への寄付
B-65 子ども食堂・フードバンクへの寄付 19 ページ

22第四銀行6000.indd   122第四銀行6000.indd   1 2022/04/19   15:512022/04/19   15:51



●優待品は、株主名簿に記載されたご住所にお届けいたします。転居
によりご住所を変更されている場合は、第四北越フィナンシャル
グループ株主優待事務局（ 　 0120-120-363）にお電話ください。
●2022年6月下旬より順次発送となります。
●お申し込みより1か月～1か月半程度でのお届けとなります。状況に
より到着が遅れる可能性もございます。
●商品のお届けは日本国内に限らせていただきます。

■カタログ表記について
●賞味期間は、製造日からの日数を表記しております。
●加工地、産地は、変更になる場合がございますので予めご了承ください。
●特定原材料アレルギー物質7品目（小麦、卵、乳、そば、落花生、えび、かに）を表
記しております。ご確認のうえ優待品をご選択ください。

■クール宅急便（冷凍、冷蔵）の優待品をお選びいただく場合のご注意
●一部離島へはお届けできませんのでお申し込みの際は
十分ご注意ください。（新潟県内は全域対応いたします。）

■個人情報について
●お預かりしました個人情報は株主優待以外の目的には一切使用いたしません。

■お酒をお申し込みいただく場合
●20歳以上の方のみとさせていただきます。
●株主優待申込書の「お酒をご希望で20歳以上」欄にチェックがなく、第2希望
以降にお酒以外の優待品がある場合は、第2希望以降の優待品をお届けいた
します。また、チェックがなく、お酒のみお申し込みの場合は、事務局よりお電話
をさせていただきます。
●法人の方はチェック不要です。

■ご希望された優待品について
●天候、メーカーの都合や、限定数量を超えた際など、ご希望に沿えない場合がご
ざいますので、必ず第1希望から第3希望までご記入をお願いいたします。万一、
第3希望までご希望に沿えない場合は、事務局よりお電話させていただきます。

●受付は先着順となります。
■配送日時のご指定について
●配送日時のご指定はお受けできません。

■パッケージについて
●品質保持のため、パッケージおよび梱包形態が変更になる場合がございます。

■優待品破損等によるお取り替えについて
●お届けした優待品が「汚れていた」「破損していた」「第1希望～第3希望のいず
れにも該当しない」などの場合は、事務局宛にご連絡ください。
　新しい優待品とお取り替えさせていただきます。

　＊到着後7日以上経過した優待品のお取り替えはお受けできません。

ご注意事項

2022年7月15日（金）
＊優待品によっては状況により到着が遅れる可能性もございます。

お申し込み期限 お申し込み期限を
過ぎた場合

お申し込みのない場合と同様に、
優待品を発送いたしません。

STEP1 優待品を選ぶ

STEP2 株主優待申込書に記入する

STEP4 優待品のお届け

住所、お名前のご記入不要 優待品は第１希望～第3希望をご記入

お届け先のお電話番号をご記入 お酒をお申し込みの際必ずチェック

＊20歳未満の方は酒類のご希望、お申し込みはできません。

●同封のはがき【株式会社 第四北越フィナンシャルグループ 
2022年 株主優待申込書】に必要事項をご記入ください。

STEP3 ポストに投函する
●〈株主さま控え〉を切り取って〈株主優待申込書〉のみご投函ください。
ご投函の際に切手は不要です。

2022年7月15日（金）までにご投函ください。
＊お申し込みのない場合は優待品を配送いたしません。お申し込み後の取り消し
および変更はいたしかねます。予めご了承ください。

優待品お申し込みのご案内

お申し込み内容のお控えとして
優待品が届くまで大切に保管し
てください。

優待品を確実にお届けするため
に、お電話番号のご記入をお願
いいたします。

お酒をお申し込みの方は必ず
印をお付けください。

※チェックのない場合は、第2希
望以降に振り替えさせていた
だきます。

申込書の記入方法

B-01 0000セット数量
限定

〈例〉「B-01」と記入

必ず第3希望までご記入ください

申込書に
住所、お名前などのご記入は不要です。

●本冊子、又は別冊カタログの中から優待品を１点お届けいたします。
優待品は第1希望～第3希望までお選びください ＊優待品を他者に譲渡することはできません。

　本冊子に掲載の優待品以外はお選びいただけません。

ご希望の優待品の左上に記載されている［B-01～B-65］［B-90～B-99］
の番号をご記入ください。
第1希望の優待品をお届けできない場合がございますので、必ず第3希望まで
ご記入をお願いいたします。

該当優待品の左上に記載してある［B-01～B-65］
［B-90～B-99］の商品番号をご記入ください。

0120-120-363
第四北越フィナンシャルグループ 株主優待事務局

受付時間／9：00～17：00（土・日・祝休日を除く）
※8月31日（水）までお問い合わせいただけます。

お問い合わせは

●優待品は、株主名簿に記載されたご住所にお届けいたします。転居
によりご住所を変更されている場合は、第四北越フィナンシャル
グループ株主優待事務局（ 　 0120-667-820）にお電話ください。
●2019年6月下旬より順次発送となります。
●お申し込みより1か月～1か月半程度でのお届けとなります。状況に
より到着が遅れる可能性もございます。
●商品のお届けは日本国内に限らせていただきます。

■カタログ表記について
●賞味期間は、製造日よりの日数を表記しております。
●加工地、産地は、変更になる場合がございますので予めご了承ください。
●特定原材料アレルギー物質7品目（小麦、卵、乳、そば、落花生、えび、かに）を表
記しております。ご確認のうえ優待品をご選択ください。

■クール宅急便（冷凍、冷蔵）の優待品をお選びいただく場合のご注意
●一部離島へはお届けできませんのでお申し込みの際は
十分ご注意ください。（新潟県内は全域対応いたします。）

■個人情報について
●お預かりしました個人情報は株主優待以外の目的には一切使用いたしません。

■お酒をお申し込みいただく場合
●20歳以上の方のみとさせていただきます。
●株主優待申込書の「お酒をお申し込みの方」欄にチェックがなく、第2希望以降
にお酒以外の優待品がある場合は、第2希望以降の優待品をお届けいたします。
また、チェックがなく、お酒のみお申し込みの場合は、事務局よりお電話をさせて
いただきます。
●法人の方はチェック不要です。

■ご希望された優待品について
●天候、メーカーの都合や、限定数量を超えた際など、ご希望に沿えない場合がご
ざいますので、必ず第1希望から第3希望までご記入をお願いいたします。万一、
第3希望までご希望に沿えない場合は、事務局よりお電話させていただきます。

●受付は先着順となります。
■配送日時のご指定について
●配送日時のご指定はお受けできません。

■パッケージについて
●品質保持のため、パッケージおよび梱包形態が変更になる場合がございます。

■優待品破損等によるお取り替えについて
●お届けした優待品が「汚れていた」「破損していた」「第1希望～第3希望のいず
れにも該当しない」などの場合は、事務局宛にご連絡ください。
　新しい優待品とお取り替えさせていただきます。

　＊到着後7日以上経過した優待品のお取り替えはお受けできません。

ご注意事項

2019年7月18日（木）
＊優待品によっては状況により到着が遅れる可能性もございます。

お申し込み期限 お申し込み期限を
過ぎた場合

お申し込みのない場合と同様に、
優待品を発送いたしません。

STEP1 優待品を選ぶ。

STEP2 株主優待申込書に記入する。

STEP4 優待品のお届け。

●本冊子、又は別冊カタログの中から優待品を１点お届けいたします。
優待品は第1希望～第3希望までお選びください

住所、お名前のご記入不要 優待品は第１希望～第3希望をご記入

お届け先のお電話番号をご記入 お酒をお申し込みの際必ずチェック

＊優待品を他者に譲渡することはできません。
　本冊子に掲載の優待品以外はお選びいただけません。

＊20歳未満の方は酒類のご希望、お申し込みはできません。

●同封のはがき【株式会社 第四北越フィナンシャルグループ 
2019年 株主優待申込書】に必要事項をご記入ください。
ご希望の優待品の左上に記載されている［A-01～A-66］［A-90～A-97］
の番号をご記入ください。
第1希望の優待品をお届けできない場合がございますので、必ず第3希望まで
ご記入をお願いいたします。

STEP3 ポストに投函する。
●〈株主さま控え〉を切り取って〈株主優待申込書〉のみご投函ください。
ご投函の際に切手は不要です。

2019年7月18日（木）までにご投函ください。
＊お申し込みのない場合は優待品を配送いたしません。お申し込み後の取り消し
および変更はいたしかねます。予めご了承ください。

優待品お申し込みのご案内

お申し込み内容のお控えとして
優待品が届くまで大切に保管し
てください。

優待品を確実にお届けするため
に、お電話番号のご記入をお願
いいたします。

お酒をお申し込みの方は必ず
印をお付けください。

※チェックのない場合は、第2希
望以降に振り替えさせていた
だきます。

申込書の記入方法

該当優待品の左上に記載してある［A-01～A-66］
［A-90～A-97］の商品番号をご記入ください。

A-01 0000セット数量
限定

〈例〉「A-01」と記入

必ず第3希望までご記入ください

申込書に
住所、お名前などのご記入は不要です。

0120-667-820
第四北越フィナンシャルグループ 株主優待事務局

受付時間／9：00～17：00（土・日・祝休日を除く）
※８月30日（金）までお問い合わせいただけます。

お問い合わせは
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●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできなくなった場合は、第2、3希望の優待品に切り替えさせていただきます。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない場合は、事務局よりご連絡いたします。 
●一部離島へはお届けできませんのでお申し込みの際は十分ご注意ください（新潟県内は全域対応いたします）。 ●商品に含まれる特定原材料7品目のアレルギー物質について表記しております。 
●賞味期間は、製造日よりの日数を表記しております。 ●状況によりお届けが遅れる場合があります。

一般には出回っていない質の高いキングサーモンを使用していま
す。浸漬する塩は新潟県「笹川流れ」の藻塩に昆布の旨みを加えた
物を使用し、一晩漬け込みました。浸漬されたフィレを寒風機にかけ、
じっくりと干し上げます。余分な脂が落ち、旨味が凝縮されたキング
サーモンをお楽しみいただけます。　

B-04 数量
限定 800セット

〈鮭山マス男商店〉キングサーモン藻塩寒風干し半身セット
株式会社新堀

内　　　容： 切身200g×5、カマ150g・切り出し150g各1
賞 味 期 間： 冷凍で180日
産　　　地： キングサーモン：ニュージーランド産（養殖）　　加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

脂ののった魚を西京漬けと味噌漬けにしました。甘味たっぷりの京都
西京味噌と新潟の風味豊かな越後味噌を使用し、焼いた時に広がる
味噌の香りが食欲をそそります。

B-01 数量
限定 800セット

新潟加工漬魚詰合せ
新潟中央水産市場株式会社

内　　　容： 銀鮭西京漬240g（3切）・銀鮭味噌漬240g（3切）・銀だら西京漬160g（2切）・
銀だら味噌漬160g（2切）・キンキ（アラスカキチジ）西京漬160g（2切）各1

賞 味 期 間： 冷凍で30日
産　　　地： 銀鮭：チリ産、銀だら・アラスカキチジ：アメリカ産
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

それぞれ特徴の違うお魚の美味しさをお楽しみいただけます。ひと
つひとつの素材を吟味し、旨味を引き出す味付けでご用意いたしまし
た。食べたい時に食べたい分だけ調理できる個包装真空パックです。

B-02 数量
限定 800セット

〈越後吉雪〉美味い物とりどり
魚沼冷蔵株式会社

内　　　容： サーモン（味噌漬・粕漬・カマ）・ごま味噌漬銀鮭・塩さば・銀だら（ごま味噌漬・
味噌漬）・キンキ（ごま味噌漬・粕漬）・美雪ます（生食スライス）各1

賞 味 期 間： 冷凍で60日
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

雄の秋鮭と塩を原料に、低温多湿な冬の季節風に晒し熟成を促すこ
とで、旨みと独特な風味を醸し出します。新潟県村上市ならではの
気候風土と先人の知恵の賜物です。

B-03 数量
限定 800セット

塩引鮭切身
株式会社永徳

内　　　容： 切身70ｇ×12
賞 味 期 間： 冷凍で60日
産　　　地： 秋鮭：国産
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。
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●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできなくなった場合は、第2、3希望の優待品に切り替えさせていただきます。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない場合は、事務局よりご連絡いたします。 
●一部離島へはお届けできませんのでお申し込みの際は十分ご注意ください（新潟県内は全域対応いたします）。 ●商品に含まれる特定原材料7品目のアレルギー物質について表記しております。 
●賞味期間は、製造日よりの日数を表記しております。 ●状況によりお届けが遅れる場合があります。

「鮭の塩引き」は鮭を慈しんできた村上を代表する鮭料理です。粗塩
を丁寧にすりこみ、寒風にあてて３～４週間熟成。焼いた身をほぐして
冷茶漬けもおすすめです。「鮭の生ハム」は、鮭の塩引きを更に低温
で熟成、まろやかな味わいが特徴です。

B-05 数量
限定 800セット

〈千年鮭 きっかわ〉鮭の塩引き＆鮭の生ハムセット
株式会社きっかわ

内　　　容： 鮭の塩引き切身110g×3、鮭の生ハム50g×2
賞 味 期 間： 冷蔵で21日
産　　　地： 鮭：国産
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

4種類の海の幸を越後味噌を使用して漬込み、過熱水蒸気でふっくら
焼き上げてから便利な個包装にしました。レンジや湯せんで温めるだ
けの簡単調理。越後味噌の甘さが染みたジューシーな焼き魚です。

B-06 数量
限定 800セット

レンジでふっくら味噌漬焼き4種詰合せ
株式会社ウエストフーズ

内　　　容： 味噌漬焼き（銀鮭60ｇ・銀鱈60ｇ・さわら60ｇ・赤魚70ｇ）各3
賞 味 期 間： 冷凍で90日
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

加島屋の看板商品である「さけ茶漬」、人気の「いくら醤油漬」、郷土
の味覚「さけの焼漬」のビン詰め3本の組み合わせです。

B-07 数量
限定 800セット

〈加島屋〉ビン詰３本
株式会社加島屋

内　　　容： さけ茶漬140ｇ・いくら醤油漬170ｇ・さけの焼漬160ｇ（固形量100ｇ）各1
賞 味 期 間： 冷蔵で22日
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

料亭いまつ、越後長岡で醸された銘酒の数々や地場野菜を生かした
匠の味を堪能できる料亭です。いまつ料理長監修のもと、一品一品
手造りしています。料亭の一品をご堪能ください。

B-08 数量
限定 800セット

〈料亭いまつ〉瓶詰セット
株式会社北辰

内　　　容： 鮭茶漬150ｇ×２、牡蠣しぐれ150ｇ・松阪牛しぐれ煮110ｇ・ちりめん山椒
煮110ｇ各1

賞 味 期 間： 冷蔵で180日
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。
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●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできなくなった場合は、第2、3希望の優待品に切り替えさせていただきます。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない場合は、事務局よりご連絡いたします。 
●一部離島へはお届けできませんのでお申し込みの際は十分ご注意ください（新潟県内は全域対応いたします）。 ●商品に含まれる特定原材料7品目のアレルギー物質について表記しております。 
●賞味期間は、製造日よりの日数を表記しております。 ●状況によりお届けが遅れる場合があります。

あがの姫牛は「姫」という名の通り、オス牛よりも肉質が柔らかいメ
ス牛に限定して育てています。バランスよくサシが入り、まろやかな
口当たりと赤身の旨味が特徴です。

B-12 数量
限定 800セット

あがの姫牛 焼肉用
株式会社佐藤食肉

内　　　容： 肩ロース500g
賞 味 期 間： 冷凍で90日
産　　　地： 新潟県産
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

「甘海老揚げしんじょう」、「紅ずわい蟹揚げしんじょう」、「甘海老し
んじょう」、「紅ずわい蟹しんじょう」が入った詰め合わせ。魚はイト
ヨリダイを主原料に地場産の具材や国内産の具材を使用した「しん
じょう」4種と「揚げ蒲鉾」9種の盛り沢山な詰め合わせです。

B-10 数量
限定 800セット

揚げ蒲鉾詰合せ
竹徳かまぼこ株式会社

内　　　容： 甘海老揚げしんじょう（3個入）・紅ずわい蟹揚げしんじょう（3個入）・甘海老
しんじょう（3個入）・紅ずわい蟹しんじょう（3個入）・新潟つまみ（3個）・あげ
天・ごぼう天・枝豆天・しょうが天・もずく天・海老マヨ天・タコねぎ天・チーズ天
各1

賞 味 期 間： 冷蔵で30日　　加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

カマンベールチーズ味噌漬けとモッツァレラチーズ味噌漬けは独自
の漬け床で漬けたもの。辛子茄子は長岡の「巾着茄子」を使用。あぶ
らあげみそ漬けは栃尾の油揚げを雪室味噌で漬けたもの。辛子大根
は自社農園の大根を使用。5種全てお酒の肴にピッタリです

B-09 数量
限定 800セット

おつまみ5種セット
有限会社たちばな

内　　　容： カマンベールチーズ味噌漬け125ｇ、モッツァレラチーズ味噌漬け100ｇ、
長岡巾着茄子の辛子茄子160ｇ、栃尾あぶらあげ雪室みそ漬け1枚、丸ご
と大根からしづけ150ｇ各1

賞 味 期 間： 冷蔵で30日　　加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

「越後もちぶた」と、選び抜いた「紅鮭」をそれぞれ新潟県産大豆を
使用した「越後味噌」に漬け込みました。また天然塩を使用した紅鮭
甘塩漬もセットにしました。

B-11 数量
限定 800セット

越後もちぶた・鮭の食べ比べセット
株式会社フレッシュライン新潟

内　　　容： 越後もちぶた味噌漬100g×4、紅鮭味噌漬80g・紅鮭甘塩漬８０g各3
賞 味 期 間： 冷凍で30日
産　　　地： 豚肉：新潟県産、紅鮭：アメリカ産・ロシア産
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。
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●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできなくなった場合は、第2、3希望の優待品に切り替えさせていただきます。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない場合は、事務局よりご連絡いたします。 
●一部離島へはお届けできませんのでお申し込みの際は十分ご注意ください（新潟県内は全域対応いたします）。 ●商品に含まれる特定原材料7品目のアレルギー物質について表記しております。 
●賞味期間は、製造日よりの日数を表記しております。 ●状況によりお届けが遅れる場合があります。

新潟県上越市荻谷畜産で愛情をかけてのびのびと大切に育てられ
たくびき牛の肩ロースを焼肉用にスライスしました。

B-13 数量
限定 300セット

くびき牛 焼肉用
株式会社肉のたなべ

内　　　容： 肩ロース500g
賞 味 期 間： 冷凍で60日
産　　　地： 新潟県産
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

雪深い新潟で古くより受け継がれているのが天然の貯蔵庫「雪室」。
この冷蔵技術を利用し、新潟県産銘柄豚「越乃黄金豚」をゆっくりと
熟成させたものが「雪室熟成黄金豚」です。熟成によりしっとりと柔ら
かく、旨味の増した雪室熟成黄金豚をお楽しみ下さい。

B-14 数量
限定 200セット

雪室熟成黄金豚バラエティセット
株式会社ウオショク

内　　　容： ロースステーキ用240g（80g×3）・厚切ロースステーキ用150g・ロース味噌漬
300g（豚ロース80ｇ ×3、味噌60ｇ ）・肩ロース焼肉用400g・バラ焼肉用400g各1

賞 味 期 間： 冷凍で180日
産　　　地： 豚肉：新潟県産　　加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

「長岡ポーク」を味わえる「吉乃川の甘酒を使った長岡ポークの米麹
漬」。「甘酒入り塩麹漬」は、塩気が豚肉の旨味を際立たせています。
「甘酒入り味噌漬」は、越後味噌に甘酒でコクとお肉の旨味を引き
立てています。

B-16 数量
限定 800セット

〈マルシチプレミアム〉長岡ポーク米麹漬
丸七食品有限会社

内　　　容： 豚肉の塩麹漬100g・豚肉のみそ漬100g各5
賞 味 期 間： 冷凍で90日
産　　　地： 豚肉：新潟県産
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

新潟市内にある農場で、代々培ってきたこだわりの飼育方法で愛情
込めて育て上げた新潟県産ブランドの「甘豚」。「甘豚」を使用した
味噌漬け・生姜焼き・ソーセージなどをお楽しみいただけるセットです。

B-15 数量
限定 200セット

甘豚三昧セット
株式会社タケファーム

内　　　容： ローストポーク270ｇ・味噌漬325ｇ・生姜焼き300ｇ・肩ロース300ｇ・ソー
セージ150g（プレーン・辛味）各1

賞 味 期 間： 冷凍で60日
産　　　地： 豚肉：新潟県産　　加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。
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●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできなくなった場合は、第2、3希望の優待品に切り替えさせていただきます。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない場合は、事務局よりご連絡いたします。 
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天然記念物トキが住む佐渡島で栽培されたお米です。佐渡産の牡蠣
殻、海洋深層水、牛糞、米ぬか、籾殻、魚エキスペレット、ペースト肥
料など、おいしいお米となるように徹底管理のもと作られた佐渡産コ
シヒカリです。

B-17 数量
限定 100セット

相田家産佐渡スーパーコシヒカリ
株式会社佐渡相田ライスファーミング

内　　　容： 5kg
産　　　地： 新潟県産
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

「うまい米は土づくりから」をスローガンに津南町の農家が生産し、さ
らに安全性を追求したこだわりの栽培をされたお米の中で、県特別
栽培基準（化学合成農薬や化学肥料を地域慣行の半分以下）及び津
南町食味基準をクリアし、津南町に認証されたお米です。

B-18 数量
限定 800セット

魚沼産津南町認証米特別栽培米こしひかり
株式会社大阪屋商店

内　　　容： 10kg（5kg×2）　　　　　　
産　　　地： 新潟県魚沼産
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

やわらかさと粘りがある魚沼産こしひかりをお楽しみいただけます。
300ｇ（2合）に計量、無洗米加工済です。開封後、計量せずに水を入
れて炊飯できます。また、窒素充填済で長期保存が可能。手荒れを防
ぎ、水の節約にもなり、好きな時に必要分だけ使用できます。

B-19 数量
限定 800セット

魚沼産こしひかり（無洗米）
株式会社堀商店

内　　　容： 6kg（300g×20）
産　　　地： 新潟県魚沼産
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

五頭山（ごずさん）からの清らかな湧水と自然の肥沃な土壌、こまや
かな人間の手仕事によって育まれた昔ながらのコシヒカリです。粒は
小粒ながらこっくりとした甘みと、もちもちの食感が特徴です。冷めて
もおいしいお米です。

B-20 数量
限定 800セット

阿賀野市産五頭山系従来コシヒカリ
株式会社かたぎり

内　　　容： 10kg（5kg×2）　　　　　　
産　　　地： 新潟県産
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

※お届けは6月下旬～8月下旬
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●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできなくなった場合は、第2、3希望の優待品に切り替えさせていただきます。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない場合は、事務局よりご連絡いたします。 
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香り、味、粘り、硬さの良い新潟県魚沼産コシヒカリです。お米の産
地で丹精こめて作られたコシヒカリを、さらに選び抜いて皆様の食卓
にお届けします。 

B-23 数量
限定 800セット

新潟県魚沼産コシヒカリ 
株式会社お米のたかさか

内　　　容： 10kg（5kg×2）
産　　　地： 新潟県魚沼産
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

「産地指定」のこだわりコシヒカリをセットにしました。羽茂地区の自
然豊かな圃場で育まれた佐渡産コシヒカリは噛むほどに増す「甘み」
が特徴です。妙高山など山々からの清冽な雪解け水で育まれた上越
産コシヒカリはほどよい「粘り」が特徴です。

B-21 数量
限定 800セット

佐渡産・上越産こしひかり詰合せ
株式会社新潟ケンベイ

内　　　容： 佐渡産こしひかり5kg・上越産こしひかり5kg各1
加　工　地： 新潟県産
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

魚沼産コシヒカリは、ツヤ、香り、甘み、粘りと全体的に強いのが特
徴。特に粘りが強い為、冷めてもモチモチ感が損なわれません。魚沼
の豊かな自然の恵みを受け、育まれた自慢のお米です。

B-22 数量
限定 800セット

魚沼産コシヒカリ
株式会社田中米穀

内　　　容： 10kg（2kg×5）　　　　　　
産　　　地： 新潟県魚沼産
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

魚沼産コシヒカリと、新潟県産こしいぶきを詰合せました。

B-24 数量
限定 400セット

新潟県産こしいぶき・魚沼産こしひかり詰合せ
有限会社松村商店

内　　　容： 新潟県産こしいぶき5ｋｇ×2、魚沼産こしひかり300ｇ×4
産　　　地： 新潟県産
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。
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●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできなくなった場合は、第2、3希望の優待品に切り替えさせていただきます。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない場合は、事務局よりご連絡いたします。 
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夏野菜セット

※写真はイメージです。

原料米に新潟県五泉市村松産こがねもち米を使用し、独自の杵つき
急冷製法で丁寧に作り上げた切りもちです。きめ細かく、コシと粘り
のある風味豊かなおもちです。

B-26 数量
限定 800セット

〈たいまつ〉村松育ちこがねもち（切りもち）
たいまつ食品株式会社

内　　　容： 500g×10
賞 味 期 間： 常温で550日
産　　　地： もち米：新潟県産
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

サトウのごはんは、ひとつひとつ、厚釡でガス直火炊きをしていま
す。吟味された新潟県産コシヒカリに加え、昔ながらの炊き方にこだ
わっているため、ツヤ、香り、美味しさがお楽しみいただけます。

B-25 数量
限定 800セット

サトウのごはん 新潟県産こしひかり（包装米飯）
サトウ食品株式会社

内　　　容： 600g（200g×3食）×12
賞 味 期 間： 常温で390日
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

新潟県村上市で栽培されたスイートコーンと、茶豆風味の枝豆をお
届けします。昼夜の寒暖差が甘さを引き出します。

B-27 数量
限定 100セット

桃川農園

内　　　容： スイートコーン×10本、
枝豆2kg

賞 味 期 間： 商品到着後、お早目にお召し上がりください　　
産　　　地： 新潟県産
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※お届けは7月上旬～8月中旬
※ 天候等により収穫日が前後しますので、お届け期間が
前後することがございます。

立体栽培で1株に1果ずつ成長させた、上品な味と香りが特徴のメロ
ンです。

B-28 数量
限定 100セット

アールスメロン
株式会社新潟三越伊勢丹

内　　　容： 3kg（2玉）
賞 味 期 間： 商品到着後、お早目にお召し上がりください
産　　　地： 新潟市南区白根産
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※お届けは7月下旬～8月上旬
※ 天候等により収穫日が前後しますので、お届け期間が
前後することがございます。

※写真はイメージです。
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ジューシーで甘みが特徴のみずみずしい幸水梨です。

B-30 数量
限定 800セット

〈渡辺農園〉幸水梨
株式会社フレッシュライン新潟

内　　　容： 7.5kg（16～22玉）
賞 味 期 間： 商品到着後、お早目にお召し上がりください
産　　　地： 新潟県産
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※お届けは8月中旬～9月上旬
※ 天候等により収穫日が前後しますので、お届け期間が
前後することがございます。

※写真はイメージです。

芳醇な香りと上品な甘み、種がなく皮ごと食べられます。

B-29 数量
限定 800セット

新潟県産 シャインマスカット
株式会社白根大郷梨中村観光果樹園

内　　　容： 1kg（1～3房）
賞 味 期 間： 商品到着後、お早目にお召し上がりください
産　　　地： 新潟県産
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

※お届けは9月上旬～9月下旬
※ 天候等により収穫日が前後しますので、お届け期間が
前後することがございます。

味噌とフリーズドライみそ汁のセットです。味噌は、コシヒカリ玄米み
そとコシヒカリ使用こうじみその2種類。フリーズドライのみそ汁は、
お湯を注ぐだけで手軽にお召し上がりいただけます。

B-31 数量
限定 800セット

味噌・みそ汁セット
柳醸造株式会社

内　　　容： コシヒカリ玄米みそ1kg・コシヒカリ使用こうじみそ1kg各1、フリーズドラ
イみそ汁（コシヒカリ玄米みそ<とうふ・わかめ>・コシヒカリ使用こうじみそ
<えのきだけ・ほうれん草>各10）

賞 味 期 間： 常温で180日
加　工　地： 日本
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

布のり（海藻）をつなぎに使用することで、独特の弾力あるコシとな
めらかなのど越しを楽しめる十日町名産のそばです。出汁の効いた
めんつゆでお召し上がりください。

B-32 数量
限定 800セット

妻
つまり

有そば詰合せ
株式会社玉垣製麺所

内　　　容： 妻有そば1.2ｋｇ（200ｇ×6袋）、石臼挽きそば600ｇ（200ｇ×3袋）、越後
ひとゑ600ｇ（200ｇ×3袋）、つゆ付

賞 味 期 間： 常温で365日
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。
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●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできなくなった場合は、第2、3希望の優待品に切り替えさせていただきます。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない場合は、事務局よりご連絡いたします。 
●一部離島へはお届けできませんのでお申し込みの際は十分ご注意ください（新潟県内は全域対応いたします）。 ●商品に含まれる特定原材料7品目のアレルギー物質について表記しております。 
●賞味期間は、製造日よりの日数を表記しております。 ●20歳未満の方の酒類のお申し込みはお受けできません。 ●状況によりお届けが遅れる場合があります。

アカシアはちみつ、トチはちみつ、さくらはちみつをセットにしました。
味が自慢の井出養蜂園の純粋はちみつを、ぜひお楽しみください。

B-33 数量
限定 800セット

新潟県産はちみつセット
株式会社井出養蜂園

内　　　容： アカシアはちみつ180g・トチはちみつ180g・さくらはちみつ180g各1
賞 味 期 間： 常温で730日
採　蜜　地： 新潟県産
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※ 1才未満の乳児には与えないで下さい。

※写真はイメージです。

北限の茶処、村上の風を感じさせるまろやかですっきりとした味わい。

B-34 数量
限定 800セット

村上茶詰合せ
株式会社浅川園

内　　　容： 70g×3
賞 味 期 間： 常温で360日
産　　　地： 茶葉：国産
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

新潟県特産の西洋梨ル レクチエの完熟果実をたっぷりと使用して丁
寧に搾った、素材本来のおいしさがそのまま味わえる、無加糖無還元
果汁100%のジュースです。

B-35 数量
限定 800セット

ル レクチェジュース
ヤマヨ果樹園

内　　　容： 500ml×3
賞 味 期 間： 常温で730日
加　工　地： 日本
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

明治5年創業の北雪酒造の看板酒「純米大吟醸越淡麗」の原酒にな
ります。酒米は佐渡産の酒造好適米「越淡麗」を使用。華やかな香り
と芳醇な味わい、そして原酒ならではのコクと旨みが感じられます。

B-36 数量
限定 800セット

〈北雪酒造〉純米大吟醸 越淡麗 原酒
株式会社北雪酒造

内　　　容： 北雪 純米大吟醸 越淡麗 原酒1.8L
産　　　地： 米：新潟県佐渡産
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。
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●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできなくなった場合は、第2、3希望の優待品に切り替えさせていただきます。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない場合は、事務局よりご連絡いたします。 
●一部離島へはお届けできませんのでお申し込みの際は十分ご注意ください（新潟県内は全域対応いたします）。 ●商品に含まれる特定原材料7品目のアレルギー物質について表記しております。 
●賞味期間は、製造日よりの日数を表記しております。 ●20歳未満の方の酒類のお申し込みはお受けできません。 ●状況によりお届けが遅れる場合があります。

料理と、その時の場所、さまざまな人、モノ・コトを繋ぐ「ペアリング」
を楽しむお酒「ＰＡＩＲ」シリーズと厳選辛口 吉乃川の飲みくらべセット。
旨みのある味わいの純米大吟醸と、のどごしよいキレイな味わいの
大吟醸、爽やかな酸味と優しい旨みの純米酒、そしてスパークリング
の純米酒と厳選辛口 吉乃川が楽しめるセットです。

B-37 数量
限定 800セット

〈吉乃川〉バラエティ飲みくらべセット
吉乃川株式会社

内　　　容： 酒蔵の淡雪プレミアム PAIR 720ml、純米大吟醸50 PAIR 720ml、純
米酒 PAIR 720ml、大吟醸50 PAIR 720ml、厳選辛口 吉乃川 720ml

産　　　地： 米：新潟県産　　加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

小千谷の冬は酒蔵を雪が深く包みます。湿度の高い重い雪は、清冽
で豊富な水を育み素晴らしい自然の恵みをもたらします。この酒造り
に適した風土の恵みを存分に活かし、杜氏渾身の技で醸した純米大
吟醸の飲み比べセットです。

B-38 数量
限定 800セット

〈高の井酒造〉純米大吟醸飲み比べセット
高の井酒造株式会社

内　　　容： たかの井 純米大吟醸720mｌ、越の初梅 雪中貯蔵酒純米大吟醸720ml
産　　　地： 米：新潟県産
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

新潟市の愛称として古くから親しまれている「柳都（りゅうと）」を酒
名にした純米大吟醸、香りとまろやかな旨みが感じられる純米吟醸
酒、華やかな香り、柔らかな味わい、キレのあるのど越しの吟醸酒の
3本セットです。

B-39 数量
限定 800セット

日本酒飲み比べセット
高野酒造株式会社

内　　　容： 純米大吟醸 水の都柳都720ml、純米吟醸 越乃冬雪花720ml、吟醸 越
路吹雪720ml

産　　　地： 米：国産
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

新潟吟醸酵母によりじっくり丁寧に発酵させた純米吟醸酒です。程よ
いフルーティーな香りと、柔らかい口当たりに続く自然な米の旨味、
さらりと消える後味が調和を醸し出します。

B-40 数量
限定 800セット

純米吟醸 大洋盛2本セット
大洋酒造株式会社

内　　　容： 純米吟醸 大洋盛1.8L×2
産　　　地： 米：新潟県産
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。
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●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできなくなった場合は、第2、3希望の優待品に切り替えさせていただきます。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない場合は、事務局よりご連絡いたします。 
●一部離島へはお届けできませんのでお申し込みの際は十分ご注意ください（新潟県内は全域対応いたします）。 ●商品に含まれる特定原材料7品目のアレルギー物質について表記しております。 
●賞味期間は、製造日よりの日数を表記しております。 ●20歳未満の方の酒類のお申し込みはお受けできません。 ●状況によりお届けが遅れる場合があります。

麹米には越淡麗を使用し、掛け米には新潟県産米を使用。低温で
ゆっくり醸し出した純米吟醸酒と、五百万石を使用し、57％まで磨き
込んで仕込んだ純米酒とのセットです。使用米による味の違いをお
楽しみください。ぬる燗・常温・冷と幅広い温度帯でお楽しみいただけ
ます。

B-42 数量
限定 800セット

〈越乃白雁〉純米吟醸・純米酒セット
中川酒造株式会社

内　　　容： 純米吟醸 越乃白雁1.8L、純米 越乃白雁1.8L
産　　　地： 米：新潟県産
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

当蔵の代表銘柄である和楽互尊と天上大風をセットにしました。「和
楽互尊純米吟醸」は酒米「高嶺錦」を用いた香りよくきれいなふくら
みを感じられるお酒です。「天上大風」は良寛和尚様が子供の凧に書
いてあげたといわれる書を銘柄にしたもので、落ち着いたなめらかさ
とどっしりとした味わいの純米大吟醸です。

B-41 数量
限定 800セット

〈和楽互尊〉純米吟醸・純米大吟醸セット
池浦酒造株式会社

内　　　容： 和楽互尊 純米吟醸720ml、天上大風 純米大吟醸720ml
産　　　地： 米：国産
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

国内外の審査会で賞を受賞したスワンレイクビールの飲み比べ12
本セットです。新潟の味をご賞味ください。

B-44 数量
限定 800セット

〈スワンレイクビール〉飲み比べセット
株式会社天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー

内　　　容： ゴールデンスワンレイクエール330ml×4、スワンレイクバーレイ330ml・
アンバースワンエール330ml・スワンレイクポーター330ml・越乃米こしひ
かり仕込み330ml各2

賞 味 期 間： 冷蔵で120日
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

麒麟山おすすめの３本セットです。純米吟醸の金雲母は、ほのかな吟
醸香とコクのある味わいが特徴。香りと味の調和がとれたやわらかな
飲み口のお酒です。純米大吟醸のながれぼしは、透明感のある味わ
いと、バランスの良さが特徴。香りがキリッと引き締まった麒麟山究
極のお酒です。定番の伝統辛口は、キレの良さと飲み飽きしない味わ
いが特徴です。

B-43 数量
限定 800セット

〈麒麟山〉金雲母・ながれぼし・伝統辛口セット
麒麟山酒造株式会社

内　　　容： 金雲母720ml、ながれぼし720ml、伝統辛口720ml
産　　　地： 米：新潟県産　　加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。
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●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできなくなった場合は、第2、3希望の優待品に切り替えさせていただきます。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない場合は、事務局よりご連絡いたします。 
●一部離島へはお届けできませんのでお申し込みの際は十分ご注意ください（新潟県内は全域対応いたします）。 ●商品に含まれる特定原材料7品目のアレルギー物質について表記しております。 
●賞味期間は、製造日よりの日数を表記しております。 ●20歳未満の方の酒類のお申し込みはお受けできません。 ●状況によりお届けが遅れる場合があります。

雪国の特徴を引き出すため雪室で低温貯蔵・熟成したエコワイン。越
後ワインの雪季（赤）と（白）、新潟県限定販売のレッドウルフ（赤）の
雪室貯蔵ワインをセットにしてお届けします。

B-45 数量
限定 800セット

越後ワイン 雪室貯蔵ワイン3本セット
株式会社アグリコア 越後ワイナリー

内　　　容： 越後ワイン 雪季（赤）750ml、越後ワイン 雪季（白）750ml、レッドウルフ
（赤）750ml

加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

マスカット・ベーリーＡとブラック・クイーンを使用しました。新樽の
ロースト香、熟成した豊かな果実味とタンニンが調和した赤ワイン
です。

B-46 数量
限定 800セット

岩の原葡萄園 ヘリテイジ
株式会社岩の原葡萄園

内　　　容： ヘリテイジ720ml
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

※ワインの年代・ラベル等が変更になる場合がございます。

新潟県新潟市西蒲区にあるジェラテリア・レガーロのジェラート4種
の詰め合わせです。県内産の飼料を食べ、新潟市で育った牛の生乳
が原料です。搾りたての生乳を低温殺菌して使用しています。

B-47 数量
限定 800セット

〈レガーロ〉ジェラート20個セット
株式会社レガーロ

内　　　容： 牧場ミルク111ml・いちごミルク111ml・ラムレーズン111ml・チョコレート
111ml各5

加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

原料のお米は国産米を100％使用しております。やわらかめや堅めの
食感、塩味や醤油味などの様々な味が楽しめる米菓の2缶セットです。

B-48 数量
限定 800セット

〈新潟味のれん本舗〉米菓2缶セット
株式会社新潟味のれん本舗

内　　　容： 越後抄大缶（黒大豆せんべい・越乃豆もち各14、田舎おかき醤油味×12、
揚もち×10、黄金揚げ×6）・新潟銘菓撰（鬼小餅（6個入）×4、きなこ雪餅
×22、磯辺巻醤油味・越乃豆もち各14、揚もち×10、黒大豆せんべい×7）
各1

賞 味 期 間： 常温で60日
産　　　地： 米：国産
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。
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●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできなくなった場合は、第2、3希望の優待品に切り替えさせていただきます。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない場合は、事務局よりご連絡いたします。 
●一部離島へはお届けできませんのでお申し込みの際は十分ご注意ください（新潟県内は全域対応いたします）。 ●商品に含まれる特定原材料7品目のアレルギー物質について表記しております。 
●賞味期間は、製造日よりの日数を表記しております。 ●状況によりお届けが遅れる場合があります。

栗の風味をそのままに仕上げた甘納豆菓子「栗秋楽」と北海道産小
豆を丹念に練り上げた「本煉羊羹」、国産素材にこだわった「甘納豆」
を詰め合わせました。素材そのものの風味をしっかりと感じることが
でき、おいしさが口いっぱいに広がります。

B-49 数量
限定 800セット

甘納豆と羊羹詰合せ
株式会社宮野食品工業所

内　　　容： 栗秋楽（4個入）・本煉羊羹400g各2、甘納豆（大納言45g・白花45g・金時
豆50g・思慕里黒豆40g各1）

賞 味 期 間： 常温で15日　　
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

おいしく、おやつ感覚でお召し上がりいただける長期保存が可能なミ
ルクビスケットです。量が多くて一度に食べきれない方にも便利な湿
気にくいキャップ付きです。

B-50 数量
限定 800セット

〈ブルボン〉缶入ミルクビスケット
株式会社ブルボン

内　　　容： 75ｇ×24
賞 味 期 間： 常温で5年3ヵ月
加　工　地： 新潟県
アレルゲン： かに乳卵小麦 そば 落花生 えび

※写真はイメージです。

ユキワブランドが長年培ってきた金属加工技術とノウハウを凝縮し
てつくりあげた、堅牢で機能的な一品です。ステンレス製業務用器物
の専門メーカーとして、半世紀にわたり、全国のホテル・レストランに
アイテムを提供し、ご愛顧いただいてきた三宝産業が自信を持って
お届けする商品です。

B-52 数量
限定 800セット

〈YUKIWA〉ステンレスタンブラー
三宝産業株式会社

サ　イ　ズ： 約口径7.7×高さ14.5cm・400ml
材　　　質： 18-8ステンレススチール（二重構造）
原　産　国： 日本製

※写真はイメージです。

ステンレスカップを職人技で徹底的に磨き込み、細部にまでこだわっ
て作り上げました。日本古来より伝統的な銀いぶし仕上げの優美に輝
く碧。奥深い色合いの器は、見た目からも爽快感を得られます。使い込
むうちに独特の風合い・味わいが出てくるのも魅力の一つ。

B-51 数量
限定 800セット

〈”碧”銀
ぎんふるみ

古美〉ステンレスタンブラー
株式会社タマハシ

サ　イ　ズ： 約口径7.5×高さ10.5cm・300ml
材　　　質： 18-8ステンレス
原　産　国： 日本製

※写真はイメージです。

※ 商品の性質上、色彩・柄・形状等が
多少異なる場合がございます。
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●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできなくなった場合は、第2、3希望の優待品に切り替えさせていただきます。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない場合は、事務局よりご連絡いたします。
●一部離島へはお届けできませんのでお申し込みの際は十分ご注意ください（新潟県内は全域対応いたします）。 ●状況によりお届けが遅れる場合があります。

職人がひとつひとつ丹精に磨き上げた外面は、鏡とは違う味わい深
い輝きを放ちます。内面のヘアラインは、注いだビールの泡立ちがよ
りクリーミーになるよう、絶妙な加減で磨いています。一度冷えたら
ぬるくなりにくいステンレスは冷たい飲み物に適した材質です。

B-53 数量
限定 800セット

〈燕研磨ファクトリー〉ステンレスタンブラー2個セット
和平フレイズ株式会社

サ　イ　ズ： タンブラー（約口径7.5×高さ13.1cm・400ml）×2
材　　　質： 18-8ステンレス
原　産　国： 日本製

〈食器洗浄機使用不可〉

※写真はイメージです。

ものづくりのまち燕市の産業界と行政が一体となり、燕の魅力を世界
へ発信するために立ち上げたプロジェクトから生まれた商品の一つ
です。日本の美意識を伝えるデザイン美はもとより、サイズや形状に
もこだわって、使いやすいように配慮されています。普段使いからお
もてなしまで使えます。

B-54 数量
限定 300セット

カトラリー6ピースセット
株式会社サクライ

内　　　容： テーブルスプーン・テーブルフォーク・テーブルナイフ各2
材　　　質：スプーン・フォーク/18-8ステンレス、ナイフ/ステンレス
原　産　国： 日本製

※写真はイメージです。

新潟県村上市に伝わる伝統的工芸品です。彫刻を施した木地に漆を
塗り重ね、艶消しで仕上げます。模様は穏やかな波が絶えず続いて
いくことを願う吉祥模様です。毎日の食卓に彩りを添えてくれる堆

ついこく

黒
と堆朱のセットです。

B-56 数量
限定 300セット

村上木彫堆
つい

朱
しゅ

 夫婦箸
藤井漆工株式会社

サ　イ　ズ： 堆黒箸（全長約23cm）・堆朱箸（全長約21cm）各1
材　　　質： 天然木（漆塗装）
原　産　国： 日本製

〈食器洗浄機使用不可〉
※ 商品の性質上、色彩・柄・形状等が
多少異なる場合がございます。

※写真はイメージです。

カレーショップやカレーマニアの意見を聞いて開発されたカレーの
為のスプーン。お皿部分が左右非対称のアシンメトリータイプの
「サクー」は右きき用です。先端の縁で大きな具材を切り分けられや
すく、食べ終わったあとの器に残ったカレーソースや米粒をすくい
取って綺麗に食べられます。

B-55 数量
限定 800セット

カレー賢人 サクー4ピースセット
山崎金属工業株式会社

サ　イ　ズ： サクー（全長約19.8cm）×4
材　　　質： １８-８ステンレス
原　産　国： 日本製

※写真はイメージです。
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●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできなくなった場合は、第2、3希望の優待品に切り替えさせていただきます。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない場合は、事務局よりご連絡いたします。
●一部離島へはお届けできませんのでお申し込みの際は十分ご注意ください（新潟県内は全域対応いたします）。 ●状況によりお届けが遅れる場合があります。

新潟県加茂市の桐箪笥職人が一枚一枚丁寧に作成しています。贅沢
に25mm厚の桐の一枚板（無垢板）を使用。貼り合わせが一切ない
のでお鍋やフライパンで煮沸消毒が可能です。また桐はとても軽く、
乾きがとても早いのも特徴です。

B-57 数量
限定 500セット

桐丸まな板
ワンアジア株式会社

サ　イ　ズ： 約径26×厚さ2.5cm
材　　　質： 桐
原　産　国： 日本製

※写真はイメージです。

シンプルな形状で使いやすいので和食はもちろん洋食にも活躍しま
す。様々なキッチンスタイルに馴染みやすく飽きのこないベーシック
なデザインです。

B-58 数量
限定 800セット

〈燕三〉両手鍋20cm＆雪平鍋16cm
和平フレイズ株式会社

サ　イ　ズ： 両手鍋（約径20×高さ10cm・満水容量3.1L）・雪平鍋（約径16×高さ
7.5cm・満水容量1.4L）各1

重　　　量： 両手鍋/約840g、雪平鍋/約370g
材　　　質： ステンレス鋼（底厚0.7mm）
原　産　国： 日本製

〈ガス火・電磁調理器可 200V〉

※写真はイメージです。

職人が丹精を込めて作り上げた剪定芽切鋏です。松やツバキ、バラ
などの園芸に関する剪定作業はもちろん、リンゴなどの果樹に関す
る剪定作業やお手入れ、生け花などにもお使いいただけます。手の
小さなかたや、女性でも扱いやすい商品です。研ぎ直しサービス券
が付属されておりますので、メンテナンスの際にご利用ください。

B-60 数量
限定 800セット

〈越路〉剪定芽切鋏（金止式）
小林製鋏株式会社

サ　イ　ズ： 全長約18.5cm
材　　　質： 鍛造炭素鋼・ポリ塩化ビニール
切 断 目 安： 生木約10mmまで
付　属　品： 研ぎ直しサービス券1枚
原　産　国： 日本製

※写真はイメージです。

空間に馴染むバランス感を考慮した"パンチングデザイン"と"ミラー
仕上げ"。また、玄関スペースを邪魔しないサイズ感でありながら傘
が約12本入る収納力が特徴です。耐久性のあるステンレス素材を使
用しました。

B-59 数量
限定 100セット

アンブレラスタンド クラシック
株式会社ワクイ

サ　イ　ズ： 約径22x高さ41.5cm
重　　　量： 約1.2kg
材　　　質： 18-8ステンレス（ミラー仕上げ）
原　産　国： 日本製

※写真はイメージです。

※ 底面裏側に写真のようにキズが
ありますが、水もれ防止加工の
ため発生するものです。
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●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできなくなった場合は、第2、3希望の優待品に切り替えさせていただきます。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない場合は、事務局よりご連絡いたします。
●一部離島へはお届けできませんのでお申し込みの際は十分ご注意ください（新潟県内は全域対応いたします）。 ●状況によりお届けが遅れる場合があります。

ガーゼを重ねたハンカチとストールのセットです。“コットンそのもの
のやわらかさ”を生かした製法で日常にガーゼの心地よさをお届けし
ます。
※ 病気の治療や予防を目的とするものではありません。抗ウイルス
加工はウイルスの働きを抑制するものではありません。

B-61 数量
限定 800セット

〈h.a.n.d ａｏ〉抗ウイルスガーゼストール＆ハンカチセット
株式会社アオ

サ　イ　ズ： ガーゼストール（約65×160cm<房含む>）・ガーゼハンカチ（約54×
54cm）各1

材　　　質： 綿100％
原　産　国： 日本製

〈洗濯機OK（ネット使用）〉

※写真はイメージです。

※ 抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679
（エンベロープ有）を25℃で2時間放置して実施。

冬は羽毛ふとんとあわせて、夏はこれ1枚で、オールシーズン使える
嬉しい1枚です。業界基準をクリアした商品だけに付けられるエクセ
ルゴールドラベルは羽毛の品質の良さの証です。洗濯機で丸洗いで
きますので、清潔にお使いいただけます。

B-62 数量
限定 800セット

〈越後ふとん〉ダウンケット
越後ふとん株式会社

サ　イ　ズ： 約150×210cm
材　　　質： 側地/ポリエステル100%、詰めもの（約0.2kg）/ダウン90%・フェザー

10%
原　産　国： 日本製

〈洗濯機OK（ネット使用）〉

※写真はイメージです。

B-63

第四北越奨学会は、社会に有為な人材の育成を目的に1962年に設
立された公益財団法人で、これまでに累計1,248名の奨学生に奨学
金を給付しています。
いただいた寄付金は、新潟県内の高等学校を卒業し、学業優秀であ
りながら経済的理由により大学への修学が困難な若者に対する返済
義務のない奨学援助に活用されます。
寄付を選択された場合、当社が株主さまに代わり寄付をいたします
ので、株主さまから現金をお振込みいただく必要はありません。な
お、寄付は当社が行いますので、株主さまへの領収書の発行はいた
しかねますので、ご了承ください。

公益財団法人第四北越奨学会への寄付

※写真はイメージです。

B-64

「新型コロナウイルス感染症対策等応援基金」は、新型コロナウイルス感染
拡大の影響により、厳しい環境におかれている企業・団体等を支援するため
に、新潟県が中心となって発足した「にいがた結（むすぶ）プロジェクト」にお
ける取り組みの1つで、医療従事者の支援などを目的とした募金活動です。
いただいた寄付金は、医療従事者の感染防止に加え、今後の感染症対策
を含む医療提供体制の充実・強化などに活用されます。
寄付を選択された場合、当社が株主さまに代わり寄付をいたしますので、
株主さまから現金をお振込みいただく必要はありません。なお、寄付は
当社が行いますので、株主さまへの領収書の発行はいたしかねますので、
ご了承ください。

新潟県「新型コロナウイルス感染症対策等応援基金」への寄付

※写真はイメージです。
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B-65

子ども食堂・フードバンクは、新型コロナウイルス感染拡大の影響等
により、収入の減少や失業など厳しい環境におかれている世帯に対し
て、安全かつ栄養のある食事・食品を提供する支援団体です。
いただいた寄付金は、新潟県社会福祉協議会を通じて、新潟県内で
活動する子ども食堂・フードバンク運営団体の運営資金に活用され、
支援を必要とする子どもたちへの食事・食品の提供をサポートします。
寄付を選択された場合、当社が株主さまに代わり寄付をいたしますの
で、株主さまから現金をお振込みいただく必要はありません。なお、寄
付は当社が行いますので、株主さまへの領収書の発行はいたしかねま
すので、ご了承ください。

子ども食堂・フードバンクへの寄付

※写真はイメージです。

●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできなくなった場合は、第2、3希望の優待品に切り替えさせていただきます。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない場合は、事務局よりご連絡いたします。
●一部離島へはお届けできませんのでお申し込みの際は十分ご注意ください（新潟県内は全域対応いたします）。 ●状況によりお届けが遅れる場合があります。

2 0 2 2 年度版

第四北越
フィナンシャルグループ
株主優待カタログ

1千株以上お持ちの株主さま

※表紙画像、佐渡市：佐渡金山の道遊の割戸

0120-120-363お問い合わせは
第四北越銀行 株主優待事務局

受付時間／9：00～17：00（土・日・祝休日を除く） 
※8月31日（水）までお問い合わせいただけます。

2 0 2 2年 7月15日（金）までに
事務局に到着するようご投函ください。

受付は先着順となります。

お申し込み
期限

Bコース　1千株以上お持ちの株主さま用表紙
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