
配達
希望月 申込専用はがき到着日（必着） 商品のお届け日

7月 平成28年6月30日まで 7月下旬ごろにお届けいたします

8月 平成28年7月31日まで 8月下旬ごろにお届けいたします

9月 平成28年8月31日まで 9月下旬ごろにお届けいたします

10月 平成28年9月30日まで 10月下旬ごろにお届けいたします

［商品のお届け日］

〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9

■株主優待に関するお問い合わせ

（受付時間 平日 10:00～17:00）
（受付期間 平成28年10月31日まで）

トーソー株主優待事務局 0120-90-7118

■企業に関するお問い合わせ

（受付時間 平日 9:00~17:30）
トーソー株式会社 経営企画室 03-3552-5877

お申し込み期限は、平成２8年9月30日（必着）です。

株主優待サービス
のご案内

平成28年度



1 2

株 主 の 皆 様 へ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社では株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、個人

株主数の増加をはかることを目的に株主優待を実施しております。

今回ご案内する株主優待では、旬の食材や生活用品のほか、当

社の海外工場の所在地であるインドネシア共和国における植林活動

への寄付も承っております。株主優待を通じて皆様と対話する機会を

増やし、当社に関するご理解を深めていただけましたら幸いです。

今後とも社業の発展に努めてまいりますので、一層のご支援、ご鞭

撻を賜りますようお願い申し上げます。

平成28年6月吉日

  代表取締役社長

※赤字の部分がご記入欄です申込専用はがき記入例

1,000円相当

カブヌシ　タロウ

株主  太郎
000-0001
東京都中央区新川○-○-○

00 0000 0000

40

カブヌシ　ハナコ

株主  花子

000 - 0000 東京

中央区新川×-×-×　

00 0000 0000

5956_1234567890

7 1 0 2

平成  28   年   6    月   30  日

1平成28年3月31日現在の保有株式数に応じて、優待商品をご選択いただけます。
　通知書記載の交換可能優待商品をご確認のうえ、本カタログに掲載の商品の中から1点を

お選びください。
2申込専用はがきに必要事項をご記入のうえ、同封の個人情報保護シールを申込専用はが

きの個人情報面に貼付し、ご投函ください。記入方法は下記、記入例をご覧ください。
※株主優待ではアンケートを実施しております。株主優待通知書の裏面をご覧いただき、

アンケート回答にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。
※商品のお届け時期については、裏表紙をご確認ください。

3商品のお申込みの最終期限は平成28年9月30日（必着）です。

当社の海外グループ会社である「P.T.TOSO INDUSTRY INDONESIA」は、
1988年にインドネシア共和国に設立されました。同国では過度の伐採による
森林の減少が深刻化しており、当社も現地で事業を行う一員として植林を通じ
た社会貢献活動をおこなっております。

保有株式数 お選びいただける商品 商品掲載ページ
100～999株 1,000円相当 3ページ～4ページ

1,000株以上 3,000円相当 5ページ～10ページ

■ インドネシアへの寄付

■ 歩行用ステッキ

使
用
方
法

［お申込み方法］

⃝1000円相当

■ ピクチャーレール マグネット固定タイプ

■ マグネットタッセル

⃝3000円相当

●お申し込み後の取り消し・変更はできません。
●商品のギフト包装、お届けの日時指定はできません。
●冷蔵・冷凍の商品については一部地域にはお届けできません。

ご注意

右手左手どちらの手にもなじむ握りやすく疲
れにくいオリジナルグリップ。握った際指ま
たにかかるストレスを軽減させる為、グリップ
の首元を細くしたスレンダーネックを採用。

先ゴムの角度が接地面に合わせて変わる
ので、地面を突いた時に安定感があります。

当社のグループ企業であり、介護関連用品の開発・販売をおこなってい
るフジホーム株式会社の折り畳み式の歩行用ステッキ「かるがもE 折畳
S」を株主優待商品に追加致しました。
市松模様のオシャレなデザインと使いやすさを兼ね備えた人気商品です。

レール本体の裏側の溝に磁石を入れて
固定するだけ。冷蔵庫やスチール製の
玄関ドアなどにおすすめ。強力磁石でブ
ラケット1個につき1kgまで対応します。

ふさかけのいらない新しいタイプのタッセル！　※荷重がかかると外れるタッセルです。

❶表側のマグネットプレー
　トと裏側のタッセル本体で 
 カーテンを挟み、取り付け 
 ます。

❷裏側からカーテンを束
ね、表側のマグネットプ
レートへ合わせて固定し
ます。

❸タッセルを使用しない
時はカーテンの裏に下げ
ておきます。

折り畳み式で
携帯にも便利

斜めから突いても安定感のある
DX先ゴムを採用。

握りやすいオリジナル
グリップ＋オシャレなデザイン

スチール面にマグネットで
取り付け！

▶商品のお申込みは9ページへ

▶商品のお申込みは9ページへ

当社の
グループ企業の
人気商品を株主

優待商品
（3,000円相当）

に追加！！

株主優待商品（3,000円相当）に
当社グループ人気商品を拡充！！

当社グループ商品、寄付

7101商品番号 7314商品番号

⃝上記の商品番号を申込専用はがきにご記入いただきますと、インドネシ
ア共和国における植林活動に寄付させていただきます。

⃝株主優待にお申し込みされなかった株主様の優待相当金額（1,000
円もしくは3,000円）につきましても、同様に寄付させていただきます。

⃝寄付金額および植林活動の実績につきましては「中間期のご報告」に
てご連絡する予定です。

⃝株主様の個人情報を寄付先等に提供することは一切ございません。

累計本数

約 10，500本

（2016年3月31日現在）
※ 株主様による寄付および
当社植林活動による実績

インドネシア植林への寄付金による実績



アレルギー物質を含む特定原材料7品目を表記しております。 掲載している商品は、内容・パッケージ・原産地・加工地等が変更になる場合がございます。3 4

※写真はイメージです

1000円相当

アレルギー物質を含む特定原材料7品目を表記しております。 掲載している商品は、内容・パッケージ・原産地・加工地等が変更になる場合がございます。

1000円相当

信州そば・讃岐うどん 詰合せ

7104商品番号

●商品：信州そば250g（50g×5束）・讃岐うど
ん250g（50g×5束）
●加工地：そば/長野県、うどん/香川県【小麦・
そば】

静岡茶詰合せ

7110商品番号

●商品：特上玄米茶70g・上煎茶70g各1
●茶葉原産地：日本

千寿堂　ゴーフレット&パイセット

7108商品番号

●商品：チョコゴーフレット・アーモンドパイ各5
●賞味期間：常温で55日間
●加工地：日本【小麦・卵・乳】

キーコーヒー&ディルマ ロイヤルコレクション

7109商品番号

●商品：キーコーヒードリップオン8g（日本製）・キーコー
ヒーカフェオレ（韓国製）各3・セイロン紅茶ティーバッグ

（スリランカ製）×2●生豆生産国：コロンビア・ブラジ
ル他●茶葉原産地：スリランカ●加工地：日本【乳】

※写真はイメージです

新潟県産 特別栽培米こしひかり

7102商品番号

●商品：1kg×1
●原産地：新潟県
※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。

防災ツール

7113商品番号

●商品：約2×2×長さ7.5cm●材質；本体/ABS樹脂、刃
部/ステンレススチール●機能：ナイフ・のこぎり・缶切り・ハ
サミ・ドライバー・キリ・栓抜き・爪ヤスリ・爪そうじ・針外し・ウロ
コ取り・穴仕上げ・毛抜き・つまようじ・コルク抜き●中国製

繁盛店ラーメンセット

7103商品番号

●商品：小樽桂苑（味噌/麺80g×2・
スープ付）・喜多方まるや（醤油/麺80g
×2・スープ付）各1●賞味期間：常温で
55日間●加工地：日本（店主監修）【小
麦・卵】※乾麺です。

今治 白銀～はくぎん～ フェイスタオル

7111商品番号

●商品：約34×75cm
●材質：綿95%・ポリエステル5%
●日本製

伊賀越　玉みそ

7105商品番号

●商品：500g×2
●賞味期間：常温で55日間
●加工地：日本【小麦】

永谷園お茶漬け＆白子のり味付のり詰合せ

7106商品番号

●商品：白子のり味付のり（8切16枚）・永谷園
お茶づけ海苔（3袋入）各1
●加工地：日本（乾海苔／国内産）【小麦・エビ】

三源庵　カステラ詰合せ

7107商品番号

●商品：カステラ（プレーン40g・ショコラ
40g・大納言40g・黒豆40g・抹茶40g各1）
●賞味期間：常温で25日間
●加工地：日本【小麦・卵】※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

クレージュ 石けんセット

7112商品番号

●商品：化粧石けん約75g×6（ローズ×4・ライ
ム×2）
●マレーシア製

認定番号：第2013-336号
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※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

※写真はイメージです

3000円相当 3000円相当

宮崎牛　すき焼用

7321商品番号

●商品：モモ240g
●賞味期間：要冷凍で55日間
●原産地：宮崎県
●配送形態：冷凍

琉球ロイヤルポーク　ロースステーキ

7323商品番号

●商品：80g×4枚
●賞味期間：要冷凍で20日間
●原産地：沖縄県
●配送形態：冷凍

直火焼チキンと西京漬

7324商品番号

●商品：チキンステーキ140g・塩味
チキンステーキ130g・ハーブチキン
110g・若鶏西京漬110g各2●賞
味期間：要冷凍で85日間●加工
地：日本【小麦】●配送形態：冷凍

ミヤチク　宮崎県産黒毛和牛焼肉用

7326商品番号

●商品：バラ150g・モモ150g
●賞味期間：要冷凍で55日間
●原産地：宮崎県
●配送形態：冷凍

国産牛　サーロインステーキ

7322商品番号

●商品：140g×2枚・ソース付
●賞味期間：要冷凍で55日間
●原産地：日本【小麦】
●配送形態：冷凍

※写真はイメージです

スギモト　ハム詰合せ

7325商品番号

●商品：ディナーボンレスハム240g・
デリカハム210g・焼豚160g各1●賞
味期間：要冷蔵で20日間●加工地：日
本【小麦・卵・乳】●配送形態：冷蔵

FOOD FOOD

※写真はイメージです

※写真はイメージです

新潟県産特別栽培米こしひかり

7316商品番号

●商品：3kg×1●原産地：新潟
県 ※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。

南魚沼産こしひかり

7315商品番号

●商品：2.5kg×1●原産地：新潟県
南魚沼市 ※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。

※写真はイメージです

繁盛店ラーメン12食

7317商品番号

●商品：札幌黒帯本店（味噌/麺80g×2・スープ付）・秋田十郎兵衛
（醤油/麺80g×2・スープ付）・仙台おり久（味噌/麺80g×2・スープ
付）・喜多方一平（醤油/麺80g×2・スープ付）・広島満麺亭（醤油/
麺80g×2・スープ付）・熊本もっこす亭（とんこつ/麺80g×2・スープ
付）各1●加工地：日本(店主監修)【小麦・卵・乳】※乾麺です。

※写真はイメージです

冷やし担々麺9食

7318商品番号

●商品：（麺100g・スープ付）×9
●賞味期間：常温で55日間
●加工地：日本※半生麺です。

【小麦・卵】

※写真はイメージです

※写真はイメージです

讃岐うどん

7320商品番号

●商品：1.6kg（100g×16束）
●加工地：香川県【小麦】

信州そば

7319商品番号

●商品：1.25kg（50g×25束）
●加工地：長野県【小麦・そば】
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※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

※写真はイメージです

3000円相当 3000円相当

焼菓子詰合せ

7336商品番号

●商品：ハニーケーキ×3・バーム
クーヘン330g×1・ガトーショコラ

（スイート×2・ミルク×1）●賞味
期間：常温で55日間●加工地：日本

【小麦・卵・乳】

乳蔵　十勝生どら

7335商品番号

●商品：15個
●賞味期間：要冷凍で85日間
●加工地：北海道【小麦・卵・乳】
●配送形態：冷凍

ちりめんセット

7330商品番号

●商品：ちりめん50g×2・梅ちりめん
50g・大根葉ちりめん50g・鮭ほぐしち
りめん50g各1●賞味期間：要冷凍
で25日間●加工地：日本（ちりめん/
国内産）【小麦】●配送形態：冷凍

横須賀海軍カレー

7332商品番号

●商品：200g×7
●加工地：日本【小麦・卵・乳】

十勝スイーツプリン

7334商品番号

●商品：80ml×8
●賞味期間：要冷凍で20日間
●加工地：北海道【卵・乳】
●配送形態：冷凍

宇都宮発　雷オヤジの餃子

7331商品番号

●商品：60個・たれ付
●賞味期間：要冷凍で25日間
●加工地：日本【小麦・乳】
●配送形態：冷凍

FOOD SWEETS

※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

サーモン三種盛り

7327商品番号

●商品：スモークサーモン100g・炙りサーモン
100g・漬けサーモン100g各1・レモンドレッシ
ング・ゆずポン酢・旨だししょうゆ付●賞味期
間：要冷凍で49日間●加工地：日本（サーモ
ン/チリ産）【小麦】●配送形態：冷凍

やまや　辛子明太子(無着色)

7329商品番号

●商品：270g●賞味期間：要冷
蔵で9日間●加工地：福岡県（ス
ケトウダラの卵/ロシア・アメリカ
産）【小麦】●配送形態：冷蔵

味付数の子

7328商品番号

●商品：230g●賞味期間：要冷
凍で25日間●加工地：北海道（に
しんの卵/オランダ・カナダ産）【小
麦】●配送形態：冷凍

※写真はイメージです

神戸スイーツ　牧場アイスクリームセット

7333商品番号

●商品：バニラ90ml・ストロベ
リー90ml・チョコレート90ml・
ロイヤルミルクティー90ml・抹
茶90ml各2●加工地：兵庫県

【卵・乳】●配送形態：冷凍

※写真はイメージです

※写真はイメージです

みゆき堂本舗　越後ふる里づくりせんべい

7338商品番号

●商品：サラダ・しょうゆ各32・熟成
丸大豆×24●賞味期間：常温で55
日間●加工地：日本（米/中国・日本・
アメリカ産）【小麦】

レーズンサンド・プチガトーバラエティセット

7337商品番号

●商品：レーズンサンド×6・プチガトー
（オレンジ×4・ストロベリー・ブルー
ベリー各3）●賞味期間：常温で55
日間●加工地：日本【小麦・卵・乳】



アレルギー物質を含む特定原材料7品目を表記しております。 掲載している商品は、内容・パッケージ・原産地・加工地等が変更になる場合がございます。9 10

※写真はイメージです

●商品：長さ約73～83cm伸縮（シャフト径上部19mm、下部16mm）
●材質：ポリプロピレン、アルミニウム、ナイロン、合成ゴム
●重量：約290ｇ●対応身長：140cm～160cm（５段階調節）●台湾製

市松黒 市松茜

歩行用ステッキ「かるがもE 折畳S」

マグネット固定タイプ
「ピクチャーレール S-1 50cmセット」

3000円相当 3000円相当GOODS GOODS

西川リビング　ソフトタッチ低反発枕

7348商品番号

●商品：枕・枕カバー（約45×30cm、高さ
/低い方約6cm・高い方約9cm）各1●材
質：枕/（側地）ポリエステル100％（メッシュ
ニット）・（詰めもの）ウレタンフォーム、 枕カ
バー/ポリエステル100％●中国製

エマージョン　折りたたみキャリーバッグ

7350商品番号

●商品：約横幅29.5×高さ50×マチ19cm（折りたたみ時
約8cm）・（バッグ部/約横幅29.5×高さ44.5×マチ17cm）・

（約1.15kg）●材質：ポリエステル●内容：前面ファスナー
ポケット×1、荷崩れ防止ベルト・2輪キャスター付・ハンドル
伸縮式、開閉部ファスナー式（鍵付）●中国製

●商品：レール長さ50cm×1本、フック2個、
マグネットプラケット2個付
●材質：レール本体/アルミニウム合金押出形材
●重量：約400g ●日本製

ホワイト

マットシルバー

ロベルタ ディ カメリーノ　ストライプトートバッグ

7349商品番号

●商品：約横幅29（21）×高さ18×マチ
8cm（約160g）●材質：本体/ポリエステ
ル、付属部/合成皮革●内容：内オープン
ポケット×2、開閉部ファスナー式●柄：ス
トライプ●中国製
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折りたたみ時

カーテン用タッセル「マグネットタッセルB」

●商品：マグネットタッセル×1組（2本）
●材質：綿100％・ABS樹脂・マグネット・スチール
●重量：約45g ●日本製

ホワイト ミディアム
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三菱レイヨンクリンスイ　浄水できるタンブラー

7345商品番号

●商品：約7.2×7.7×高さ17.1cm・満水容量
250ml●材質：AS樹脂・ABS樹脂・MBS樹脂・ポ
リプロピレン●内容：ろ材種類/活性炭●色：クリ
アグリーン●日本製

救急セット

7347商品番号

●商品：収納ケース/約25.2×20.2×高さ
19.8cm●材質：ケース/ポリプロピレン・ABS
樹脂●内容：爪切り・毛抜き・ピンセット・ハサミ
各1●ケース・ピンセット/日本製、爪切り・毛抜
き・ハサミ/中国製〈付属品〉 〈収納イメージ〉

非常持出セット（12点セット）

7346商品番号

●商品：持出袋（約33.5×高さ39cm）・アルミブランケット（約140×
220cm）・ダイナモLEDライト・IDホイッスル&カラビナリング・レインコー

ト・防災用ウェットティッシュ・給水袋（約3ℓ用）・携帯トイレ・綿棒&絆創
膏・軍手・マスク・防災の心得各1●防災用ウェットティッシュ/日本製、
給水袋/タイ製、綿棒&絆創膏/タイ製または日本製、その他/中国製


