
株主優待のご案内

2019 年 3月31日現在の株主名簿に記載または記録された、
1,000 株以上保有する株主様を対象に、優待品を贈呈いたします。

商品・寄付の詳細につきましては、裏面をご覧ください

商品のお届け時期

　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　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。

2019年6月吉日

株主の皆様へ

2019年3月31日現在、当社株式を1,000株以上
保有する株主様に優待品を贈呈いたします。
お好きな商品または寄付をお選びください。

株主優待のご案内
2019年度

トーソー株主優待事務局 トーソー株式会社　経営企画室
【 株主優待に関するお問い合せ 】 【 企業に関するお問い合せ 】

（受付期間 2019年10月31日まで）
受付時間/10：00～17：00
0120-769-447

（但し、土日祝日を除く）
受付時間/10：00～17：00
03-3552-5877

代表取締役社長

申込期限 2019年 9月30日 必着

お申込方法

お問い合せ先

申込専用はがき到着日（必着）

最終お申し込み期限は、2019年9月30日（必着）です。

商品のお届け時期

2019年7月31日まで 8月下旬ごろ

2019年8月31日まで 9月下旬ごろ

2019年9月30日まで 10月下旬ごろ

保有株式数

3,000円相当 1301～1333

お選びいただける商品 商品番号

1,000株以上

1 2019年3月31日現在の保有株式数により、優待商品をご選
択いただけます。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。記入方法は右記、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。下記アンケー
ト回答にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。回
答は申込専用はがきにご記入ください。

※商品のお届け時期については、下記の表をご確認ください。

3 商品の最終お申し込み期限は2019年9月30日（必着）です。

トーソー株式会社 〒104-0033　東京都中央区新川1丁目4番9号

申込専用はがき 記入例

●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。
●お申し込み期限内にお申し込みされなかった株主様の優待相当金
額につきましては、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。

ご注意

Q1 当社に関する情報入手手段についてお聞かせ下さい。
【複数回答可】

①四季報・会社情報　　②株主通信（事業報告書）　③新聞・雑誌

④当社ホームページ　　⑤インターネット　　⑥証券会社の営業や

レポート　　⑦その他

Q2 当社株式を購入された理由についてお聞かせ下さい。
【複数回答可】

①安定性　　②収益性　　③財務内容　　④事業内容　　⑤株価

⑥配当　　　⑦株主優待　⑧証券会社の勧め　　⑨その他

Q3 当社株式に対する今後の方針として最も近いものをお選び下さい。
【回答は 1つ】

①買い増し　　②短期保有（1年未満）　　③長期保有（１年以上）

④売却　　　　⑤売却済み

Q4 当社についてお知りになりたい情報をお聞かせ下さい。
【複数回答可】

①今後の成長戦略 ②事業内容の詳細 ③業界の動向

④業績や財務状況 ⑤環境・社会貢献活動

⑥配当・株主優待の方針 ⑦その他

Q5 当社の株主優待についてどの様に思われますか？
【回答は１つ】

①魅力を感じる　　②普通　　③魅力を感じない

Q6 当社に望まれる IR活動をお聞かせ下さい。
【複数回答可】

①株主通信（事業報告書）の充実　　②ホームページの情報充実

③個人投資家向け説明会の開催　　　④IR情報のメール配信　　

⑤その他

 アンケートご協力のお願い

株主様の当社に対するご意見をお伺いするため、アンケートを実施しております。ご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。
アンケートのご回答は、申込専用はがきのアンケート回答欄にご記入ください。

ご指定が無い場合のお届け先となります。 株主様お電話番号

－ －

数株有所号番主株
申込専用はがき

株主様ご本人の情報
（株主様ご住所・お名前）

フリガナ

お名前

お届け先
ご住所

都道
府県

お電話番号

〒

〒

株主様ご住所以外にお届けの場合は必ずご記入ください。お届け先（日本国内のみ）ご希望の商品番号

－ －

－



最終お申し込み期限は、2019年9月30日（必着）です

商品番号 1313
マグロづけセット
●商品：目鉢マグロづけ60g・ビン長マグロづ
け60g各2●賞味期間：商品到着後、お早目に
お召し上がりください●加工地：日本(目鉢マ
グロ/韓国・台湾産他、ビン長マグロ/国内産)
【小麦】●配送形態：冷凍※漁獲量により原産
地等が変更になる場合がございます。

商品番号 1310
越後もちぶた
しゃぶしゃぶ用
●商品：ロース200g、バラ200g、ごまダレ・ポン酢
ダレ付●賞味期間：要冷凍で55日間●原産地：新
潟県【小麦・落花生】●配送形態：冷凍

商品番号 1327
キーコーヒー
インスタントコーヒーセット
●商品：スペシャルブレンド マイルド70g×5
●加工地：日本
※シーズン途中で内容・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。

商品番号 1311
スギモト
ハム詰合せ
●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※シーズン途中で内容・パッケージ等が
変更になる場合がございます。

商品番号 1316
日本海甘えび（中）
●商品：500g●賞味期間：要冷凍で10
日間●原産地：兵庫県【エビ】●配送形
態：冷凍

商品番号 1320
横須賀海軍カレー
●商品：200g×7
●加工地：日本【小麦・卵・乳】
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更
になる場合がございます。

商品番号 1315
やまや
辛子明太子（無着色）
●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

商品番号 1318
宇都宮発 雷オヤジの餃子
●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

商品番号 1314
甘塩鮭切身食べ比べセット
●商品：秋鮭140g(2切)・紅鮭210g(3切)・
銀鮭(養殖)210g(3切)各1●加工地：日本
(秋鮭/北海道産､紅鮭/ロシア産､銀鮭/宮城
県産)●配送形態：冷凍

商品番号 1319
味付海苔
●商品：(8切40枚)×6
●加工地：日本(乾海苔/国内産)【小麦・エビ】

商品番号 1325
京都 北川半兵衞
お抹茶アイスセット
●商品：大納言あずき入り抹茶
80ml×4、抹茶80ml×3●加工
地：日本【乳】●配送形態：冷凍

商品番号 1322
小豆島そうめん
●商品：1.6kg(50g×32束)●加工地：
香川県【小麦】
※シーズン途中で内容・パッケージ等が
変更になる場合がございます。

●商品：1.6kg（200g×8束）●加工
地：長野県【小麦・そば】
※シーズン途中で内容・パッケージ
等が変更になる場合がございます。

商品番号 1323
信州蕎麦

商品番号 1324
みゆき堂本舗
越後ふる里づくりせんべい
●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】※シーズン途中で内容･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｡

商品番号 1308
国産牛 ステーキ用
●商品：サーロイン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

商品番号 1326
焼き菓子セット
●商品：バームクーヘン(バニラ・ココア・抹
茶各2)、マドレーヌ(メープル・ミルク・カフェ
ラテ各2)●賞味期間：常温で35日間●加工
地：日本【小麦・卵・乳】

商品番号 1309
宮崎牛 すき焼用
●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

商品番号 1317
はちみつ梅干(塩分約6%)
●商品：500g(塩分約6%)●賞味期間：常
温で85日間●加工地：和歌山県(梅/和歌山
県産)

商品番号 1321
繁盛店ラーメン12食
●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)※乾麺です。【小麦・卵・乳】※シーズン
途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

商品番号 1307
南魚沼産こしひかり2.5kg
●商品：2.5kg●原産地：新潟県南魚沼市
※シーズン途中でパッケージ等が変更になる
場合がございます。※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。

商品番号 1328
非常持出セット（12点セット）
●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･防災の心得/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※シーズン途中で内容･デザイン･生産国が変更にな
る場合がございます。

商品番号 1332
オムロン 音波式電動歯ブラシ
●商品：約径2.18×長さ20cm●材質：ABS樹脂●内容：トリプルクリアブラシ付●機
能：約20，000回/分の高速音波振動●電池：単4乾電池2本(お試し用)付●中国製
※シーズン途中で内容･デザイン･生産国が変更になる場合がございます。

商品番号 1329
西川リビング
ソフトタッチ低反発枕
●商品：約45×30cm、高さ/低い方約
6cm・高い方約9cm●材質：側地・中袋/
ポリエステル100%、中材/ウレタンフォー
ム●中国製

商品番号 1312
チーズインハンバーグ
●商品：120g×6●加工地：日本【小麦・卵・乳】
●配送形態：冷凍
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更に
なる場合がございます。

商品番号 1330
健康習慣ラクリラ
●商品：約幅26.7×奥24.1×高さ8.5cm●材質：ABS
樹脂●機能：5分タイマー(自動停止)●内容：耐荷重
約100kg●電池：単3乾電池4本使用(別売)●日本製
※ペースメーカー等の医用電気機器をご使用の方は
ご利用できません。※シーズン途中で内容･デザイン･
生産国が変更になる場合がございます。

商品番号 1331
ウィルトン織玄関マット
●商品：約80×50cm●材質：ポリプ
ロピレン100%●中国製
※商品の性質上、色彩・柄等が多少異
なる場合がございます。

商品番号 1301

商品番号 1303

マグネット固定タイプ
 「ピクチャーレール S-1 50cmセット」

スチール面に
マグネットで取り付け！

握りやすいオリジナルグリップ＋オシャレなデザイン

●商品：レール長さ50cm×1本、フック2個、マグネットブラケット
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

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。

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」です。
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。

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。

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。

斜めから突いても安定感のある
DX先ゴムを採用。
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。

●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

当社グループ商品

※写真はイメージです

ホワイト

商品番号 1302

マットシルバー

ホワイト ミディアム

商品番号 1304

＜振動部取り外し時＞

カーテン用タッセル
「マグネットタッセルB」

商品番号 1305

歩行用ステッキ
「かるがもE 折畳S」

●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

商品番号 1306

市松茜

寄付のご案内

インドネシアへの寄付
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。

●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。

商品番号 1333
インドネシア植林への寄付金による実績

累計本数
約 11,800本

（2019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

※箱 2段入りです。

最終お申し込み期限は、2019年9月30日（必着）です
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