株主さま
ご優待
カタログギフト
2022

5年以上10年未満

1,000株以上5,000株未満お持ちの株主さま

拝啓
株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く
お礼申しあげます。

お申込期限
2022年7月29日（金）当日消印有効

当行では株主の皆さまの日頃のご支援にお応えするため、
2020年より株主優待制度を導入いたしました。
自慢の地域食材や、古都奈良の歴史と伝統を誇る名品を
取りそろえたカタログギフトをご用意し、株主の皆さまに
お届けします。

注意事項

また、奈良県産品の贈呈を通じて地域振興に貢献するこ
とで、当行グループが経営計画で目指す地域の発展に取り
組んでまいります。

①お申込みの際は、本ご案内を熟読ください。
②「株主優待申込書」以外でのお申込みには対応でき
ません。
③お申込期限を過ぎますとお申込みいただけませんの

今後とも株主の皆さまのご信頼にお応えできるよう、グ
ループ全役職員が一丸となって努力してまいりますので、
何卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申しあげ
ます。

で、ご注意ください。
④お申込後の内容変更はお受けしておりません。
⑤優待品のお届け日時のご指定はお受けしておりませ
ん。
⑥お預かりした個人情報は、株主優待関係のご連絡・
お届け以外の目的で利用することはございません。

敬具

なお、株主さまの個人情報の取扱いについては、当

株式会社南都銀行

行のホームページに「株主さまの個人情報の取扱いに
ついて」を掲載しております。
https://www.nantobank.co.jp/

（注）継続保有期間につきましては、毎年３月３１日および９月３０日の当行株主名簿に、
同一株主番号で連続して記載されている年数とし、本株主優待制度導入以前も
含むものとさせていただきます。また、保有株式数については、直近の基準日
（３
月３１日）時点の保有株式数にて判定いたします。

1

2

お申込書の記入方法

優待申込書見本

株主優待申込書【2022年3月期】 お申込期限：2022年７月29日(金)消印有効

【株主さま控え】
（ご希望商品）※申込書本紙に必ず商品番号を記入してください｡

以下より第2希望までご選択いただき、申込欄に商品番号をご記入ください。また、電話番号をご記入ください。

１
２
3
4
5

申込欄

商品名

番号

6
7
8
9
10

柿の和菓子セット
極寒三輪手延素麺
ドライフルーツギフト
柿アンサンブル2本
特別栽培米ひのひかり

）

番号

手延本葛うどん
大和し美しオリーブなあられ
大和銘茶詰合せ
宮滝しょうゆ6本
春鹿 純米大吟醸

−

11
12
13
14
15
16

商品名

希望
順位

純米大吟醸 豊祝
ヤマトポーク切り落とし
奈良絵のブックカバー

商品番号

１
２

革の水玉ポーチ
天然竹筆ペン 鶴

希望
順位

※お申込みが多数重複した際
など、ご希望に添えない場
合がございますので、第2
希望までご記入をお願いい
たします。
※優待品は株主名簿に登録さ
れたご本人のご住所にお届
けいたします。

｢10｣｢11｣の商品は酒類のため､
ご選択いただいた方はチェッ
（2022年6月29日時点） クをお願いいたします。

※確実に優待品をお届けするために、日中ご連絡のとれる電話番号をご記入ください。

(ご留意事項)

線︶

OU2792A2-02-16-R

取

Ｍ
Ｍ
Ｍ

※記入方法
（申込欄）
の商品番号の箇所に第１希望、
第２希望 までご記入ください。電話番号も
必ずご記入ください。
酒類商品をご選択の場合は、年齢確認の
チェックをお願いいたします。

商品名

２

20歳以上

和布華ふきん5枚

商品番号

１

︵切

電話番号 （

商品名

○この控えははがきと切り離し、優待品が届くま
で大切に保管してください。
○お申込後の内容変更はお受けしておりません｡
○優待品は株主名簿に登録されたご本人のご住所
にお届けいたします。送付先の変更およびお届
け日時のご指定はお受けしておりません。
○優待品は2022年8月上旬から9月中旬を目処に
お届けを予定しております。ただしお米(5 ひの
ひかり)は11月上旬頃となりますのでご了承く
ださい｡
○20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
｢10｣｢11｣は酒類のため、2022年6月29日時点
で20歳以上の株主さまにお選びいただけます。
○以下の場合は｢ひのひかり｣をお届けさせていた
だく場合がございます。
①第1希望商品未記入の場合
②3つ以上の優待品をご選択の場合
③記載内容が不鮮明な場合
④｢10｣｢11｣をご選択で年齢確認のチェックが
ない場合

お問合せ先＞ 三菱UFJ信託銀行 株主さまサポートセンター
電話番号
0120‑252‑646(通話料無料)
受付時間
9：00〜17：00(土日祝日等を除く)
受付期間
2022年11月25日(金)まで

29 日（金）消印有効

に記載の商品より、第2希望までお選びいただき、以下のお申込
内にご返送くださいますよう、お願いいたします。

4

月

2022 年 ７
申込期限

3

(受取人)

有効期間
2年８月
まで

087

阪東局
認

取人払郵便

託しております。

5418701768

株式会社

※株主優待に係る集計・お電話によるお問い合わせ対応などは
当行の株主名簿管理人である三菱 UFJ 信託銀行株式会社に委

0120-252-646（通話料無料）

受付時間 9：00 〜 17：00（土日祝日等除く）
受付期間 2022 年 11 月 25 日（金）まで

株主さまサポートセンター

株主名簿管理人

証券代行部

までご連絡ください。

商品は1種類のお届けとなります。お申込み多数のため第2希望のお届けとなる場合が
ございますのであらかじめご了承ください。

株主さまサポートセンター

②転居などによりご住所を変更されている場合は、事前に右記の
三菱 UFJ 信託銀行

証券代行部

株主優待のご案内

郵 便 は が き

のご住所に送付されます。

（ご投函の際はここをお切り取りください｡）

三菱 UFJ 信託銀行

※優待品発送時に登録住所を変更されている場合は、変更先

02243

Ｍ
Ｍ
Ｍ

②

株主さまご優待カタログギフトに
関するお問い合わせ
のはがきは、切手を貼らずにお出しください。

三菱UFJ信託銀行株式会社
大阪証券代行部 気付

大阪東郵便局私書箱第３６０号

人のご住所にお届けします。

3

Ｍ
Ｍ
Ｍ

①優待品は 2022 年 3 月 31 日現在の株主名簿に登録されたご本

行

768

５４１ ８７０１

優待品のお届け先について

預かりした個人情報は、株主優待関係のご連絡・お届け以外の目
で利用することはございません。なお、株主さまの個人情報の取
いについては、当行のホームページに「株主さまの個人情報の取
いについて」を掲載しております。
ttps://www.nantobank.co.jp/
（02243）

株式会社

株式会社

優待品選択肢

番号

Ｍ
Ｍ
Ｍ

株式会社

②1,000株以上5,000株未満お持ちの株主さま(5年以上10年未満)

お申込方法

株主優待品
Special Gift Selection
掲載の商品（16種類）から、ご希望の商品を

1
ご選択

2
ご記入

3
ご投函

ご希望の優待品を第 2 希望までお選び
ください。
7ページ以降に掲載の商品（16種類）の中からお
選びください。お申込みが多数重複した際な
ど、ご希望に添えない場合がございますので、
第２希望までご記入をお願いします。

同封の「株主優待申込書」に必要事項を
ご記入ください。
お問い合わせの際に必要になりますので、電話
番号を必ずご記入ください。申込書右側の控え
にも同様にご記入いただき、点線で 切り取り、
商品の到着までお手元に保管ください。

2022 年 7 月 29 日（金）までに
ご投函ください。
（当日消印有効）
お申込期限を過ぎますとお申込みいただくことが
できなくなりますので、ご注意ください。個人情
報保護のため保護シールをご利用のうえ、郵便
ポストにご投函ください。切手は不要です。

第２希望までお選びください。
【掲載商品について】
■掲載商品の選定については、株式会社近鉄百貨店に委託してお
ります。
■掲載写真はイメージです。
■実物と印刷に色味の差が生じる場合がございます。
■賞味期間または消費期間は、30日以内のものについては保存方
法も併せて掲載しております。
■賞味期間または消費期間は、製造日または加工・出荷日を基準に
記載しております。
■商品到着後の日持ち期間は、配送日数などにより異なりますので、
あらかじめご了承ください。
■冷蔵便・冷凍便にてお届けする表記がない商品は、常温便での
お届けとなります。
■商品内容として記載されていない小物類は、お届けする商品には
含まれておりません。
■メーカー事情により商品のお届けが遅れる、または商品内容や
パッケージが変更になる場合がございます。あらかじめご了承く
ださい。
■20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。商品番号⑩・⑪に
ついては、2022年6月29日時点で20歳以上の株主さまが対象
となります。

【アレルギー物質の表示について】

4
お届け

優待品は８月上旬から９月中旬を目処に
お届けを予定しております。
ただしお米（奈良県産 ひのひかり）につきまし
ては新米をお届けするため、11 月上旬頃を予定
しております。
※商品の在庫や発送等の状況により到着が遅れる場合が
あります。

5

■食品衛生法がラベルへの表示を義務付けている、
「特定原材料 7
品目」のアレルギー物質について、商品に含まれる品目をマークで
記載しております。
小 ……小麦を含んでいる商品

落 ……落花生を含んでいる商品

そ ……そばを含んでいる商品

え ……えびを含んでいる商品

卵 ……卵を含んでいる商品

か ……かにを含んでいる商品

乳 ……乳を含んでいる商品

6

優待品

Special Gift Selection

お茶菓子にもワインにも合う柿のスイーツ

奈良・吉野からの贈り物

柿にこだわり、さまざまな和菓子を作り続けている「柿の専門いしい」。柿も
なか・蜜珠柿・柿日和の人気3種の詰合せです。ワインにも合う自慢の品々
をご賞味ください。

奈良・吉野の広大な山々で果樹を専門に取り組み、現在６代目が園地を
守っております。厳選収穫した果物の美味しさを丸ごと凝縮したドライフ
ルーツです。

柿の和菓子セット

堀内果実園ドライフルーツギフト

商品番号

①

商品番号

③

柿日和40g×2、柿もなか10個、蜜珠
柿2個／賞味期限は冷蔵30日
※冷蔵便でお届け

フリーズドライすもも
（25ｇ）
・フリーズド
ライ種無柿
（35ｇ）
・セミドライキウイ
（35
ｇ）
×各1／柿・キウイ：奈良県産、
すも
も：長野県・奈良県産

伝統を引き継ぐ素麺師の技と魂

干柿とバターの絶妙なハーモニー

天保元年（1830年）創業の「三輪そうめん松田」。昔ながらの手延べ
技法を今も継承し丹念に作り、蔵で熟成させました。喉越しの良い素
麺は、季節を問わず食べていただけます。

伝統の干柿を洋風スイーツに。冷やして５ミリ程度に切ってお召し上がりく
ださい。干柿の自然な甘さとバターの塩味とコクがよりよいハーモニーを生
み出してくれます。

極寒三輪手延素麺

柿アンサンブル

商品番号

②

商品番号

手延べそうめん50g×18

2本入

④

柿アンサンブル140ｇ×2／柿：国産
※冷凍便でお届け

小

乳

7

8

優待品

Special Gift Selection

栽培にもこだわった貴重な味わい

奈良の歴史と文化を纏った和菓子

程よい甘みと、しっかりとした粘りのバランスが良く、粒張りと歯ざわりの
良さが特徴です。生産者限定で栽培にもこだわった数量限定の貴重なひ
のひかりです。

古都・奈良の魅力を伝えるギフトブランド「奈良祥 樂」。国産米を使用した
あられに、エキストラバージンオリーブオイルを纏わせたバラエティーに富ん
だ味の詰合せ。天平文様が施されたパッケージも魅力です。

奈良県産特別栽培米
ひのひかり

大和し美し
オリーブなあられ

商品番号

⑤

商品番号

特別栽培米ひのひかり1.5kg／奈良県産
※お届けは11月上旬頃を予定しております。

しょうがく

⑦

あっさり塩・えび風味・昆布入り・こつぶ丸
各25g×2／もち米:国産

小え

葛入りならではのなめらかなのど越し

急須でじっくりと淹れる大和茶で和のおもてなしを

国産小麦に本葛を練りこみ、丁寧に手延べしました。ツルッとなめらかな喉
越しと、シコシコとした腰の強さが特徴です。

奈良県産の銘茶詰合せです。冠せ茶は茶園に覆いを被せて作られたお茶
ですので渋味が少なく程よい旨味を感じるお茶です。煎茶は、ほど良く渋味
を感じるすっきりとした味わいのお茶です。

手延本葛うどん

大和銘茶詰合せ

商品番号

⑥

商品番号

本葛うどん92ｇ×10

⑧

冠せ茶・煎茶各105g／
茶葉：奈良県産

小

9
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優待品

Special Gift Selection

吉野杉の大桶で仕込む伝統の製法ならではの味

創業から手造りに徹した、本当に喜ばれる良質の酒

吉野杉の大桶で一年間、じっくりと時間をかけて熟成させました。 独自の
こくとまろみをお楽しみください。

柔らかなお米の旨みが心地よく広がります。食中酒としてもおすすめです。

宮滝しょうゆ

純米大吟醸 豊祝

商品番号

6本セット

⑨

商品番号

宮滝しょうゆ
（濃口）500ml×6

⑪

小

純米大吟醸 豊祝720ml／アルコール
分15度／日本酒度+1

百有余年の伝統と歴史が育む入魂の酒造り

丹念に育てあげた味自慢の美豚

上品な香りとやわらかな米の旨味が口の中に広がります。ワイングラスで
おいしい日本酒アワード2020金賞受賞。人気の高い純米大吟醸です。

奈良県が誇る特産品「ヤマトポーク」。県内で指定農家として認められた生
産者が、丹念に育てあげた味自慢の美豚です。赤身が特徴のモモ肉をしゃ
ぶしゃぶ・しょうが焼き等でご賞味ください。

春鹿
商品番号

純米大吟醸

ヤマトポーク切り落とし（すきしゃぶ）

⑩

商品番号

春鹿 純米大吟醸720ml／アルコール分15
度／日本酒度-5

11

⑫

モモ700g／奈良県産
※冷凍便でお届け

12

優待品

Special Gift Selection

素朴で温かみがあり、親しみを感じる奈良絵。

筆の持つ文化を継承

亨保元年（1716年）創業の中川政七商店。奈良絵を刺繍であしらって柔らか
なイメージに仕上げた、文庫本サイズのブックカバーです。陶玉をあしらった
しおり代わりのブックマークもついており、外出先での読書にも便利です。

筆づくり約300年、筆専門メーカー「あかしや」。奈良筆と同じ
製筆技術で手づくりした穂先。コシの強い人造毛を使い、一本
ずつ丹念に造筆しています。

奈良絵のブックカバー
商品番号

天然竹筆ペン

⑬

商品番号

鶴

⑮

サイズ（約）文庫本サイズ／材質：表
地 ＝ 手 織り麻 1 0 0 % 、裏 地 ＝ 綿
100%、紐＝絹100%、
陶玉／日本製

サイズ
（約）
：直径1.2×全長17.2cm／材質：軸＝天然竹、
穂先＝ポリエステル/日本製

大胆な水玉柄が特徴的なポーチ

蚊帳生地を使用したお洒落なふきん

丁寧に手織りされた麻布のポーチに、水玉は本革を使用。大小の水玉を置
き、インパクトあるデザインに仕上げた、使いやすいポーチです。

奈良県産蚊帳生地を使用したお洒落なふきん5枚セットです。レーヨンなら
ではの柔らかさが特徴です。

革の水玉ポーチ

和布華ふきん5枚セット

商品番号

⑭

商品番号

サイズ（約）幅14.5×高さ8.5×
マチ6cm／材質：表地＝麻、裏
地＝綿、牛革／日本製

⑯

サイズ
（約）
：
（30ｃｍ×40ｃｍ）
×5／材質：表面＝綿
100％、
裏面＝レーヨン100％／柄＝四葉のクローバー・
トマトドット・ハナウメ・桜づくし・オレンジ×各1／日本製
※仕入先事情により柄は変更となる場合がございます。
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【お問い合わせ】
三菱UFJ信託銀行

証券代行部

株主さまサポートセンター

0120-252-646

