株主ご優待制度のご案内

共通ご利用券の贈呈基準
●
●
●
●
●
●

所有株式数に応じて次のとおり、
贈呈いたします。

100株以上 300株未満の株主さま
： 1枚（ 1,000円）
300株以上 500株未満の株主さま
： 3枚（ 3,000円）
500株以上 1,000株未満の株主さま ： 5枚（ 5,000円）
1,000株以上 3,000株未満の株主さま ：10枚（10,000円）
3,000株以上 5,000株未満の株主さま ：30枚（30,000円）
5,000株以上の株主さま
：50枚（50,000円）

ご利用に際してのご注意
1. 共通ご利用券は、ダイワロイヤルホテルズ、ダイワロイヤルゴルフ、ロイヤル

2.

6.

共通ご利用券は、
ご利用施設の商品・サービスの一般販売価格に、消
費税・サービス料等を加算した支払金額に対して、共通ご利用券面金
額を充当できるものとして発行いたしております。
（一般販売価格の一部
をディスカウントするものではございません。）
共通ご利用券は、
盗難、
紛失または滅失された場合、
再発行はいたしません。

8.

共通ご利用券は、
他の利用券との併用も可能です。

9.

ダイワロイヤルホテルズ、
ダイワロイネットホテルズおよびラ・ジェント
・ステイ/
ラ・ジェント
・ホテル、
大阪第一ホテルでの宿泊ならびにダイワロイヤルゴル
フをご利用の際は、
事前に各施設にご予約ください。

10.
11.

スポーツクラブＮＡＳの各施設でご利用いただける内容は、
入会金・入会
事務手数料・初月月会費・受講料などの入会時にいただく料金、
施設利
用料（体験会利用料・同伴ビジター料金含む）
、
各種レンタル料、
各種有
料レッスン料、
スクール短期講習料、
ショップ商品、
イベント参加費です。

●株主ご優待の内容・利用可能施設などは、
ホームページでもご覧いただけます。

http://www.daiwahouse.com/ir/yutai/index.html

「吉野山の桜を保全する活動」
〈公益財団法人吉野山保勝会〉

近江牛すきやき

●商品内容
滋賀県産近江牛すきやき用 350ｇ
●賞味期限／冷凍で２１日

5

6

世界遺産でもあり国立公園にも指定されている、

お名前

群生していますが、
昨今の環境変化の影響を受

〒

●商品内容
サラダせんべい・しょうゆせんべい×
各32枚、熟成丸
大豆×24枚
●賞味期限／
常温で180日

共通ご利用券／1枚（1,000円分）
9 牛肉なめ茸しぐれ煮 10 三葉茶業 知覧煎茶
●商品内容
牛肉なめ茸
しぐれ煮（柿安）
40g×2個
●賞味期限／
常温で270日

●商品内容
知覧煎茶 80ｇ
●賞味期限／
常温で365日

色返信用封筒
（社会貢献寄付制度事務局宛）
に寄付いただく共通ご利用券と
一緒にご返送ください。

２．
寄付いただく共通ご利用券は１枚からご利用いただけます。
３．
領収書等は発行いたしかねますので、
ご了承ください。
当社は、
「桜」
をキーワードとした活動を総称して「Daiwa Sakura Aid」
と位置づけ、様々
な活動を行っています。寄付いただいた方には、美しい写真と共に、全国の桜や歴史を
はじめ、当活動への想いをお届けする冊子「さくら」の最新号をプレゼントいたします。

〔社会貢献寄付制度のお問合わせ先〕
大和ハウス工業株式会社 本社 ＣＳＲ部
〒530-8241 大阪市北区梅田3丁目3番5号

大和ハウス工業株式会社
株主優待
（共通ご利用券）
専用

フリガナ

検索

裏面の
「グルメギフト商品申込書」
に必要事項をご記入いただき、
お申込金額
分の
「共通ご利用券」
と一緒に、
同封の灰色返信用封筒
（株主優待専用グル
メギフト係宛）
に入れてご投函ください。
●申込受付後、
ご依頼主さま宛に受領書を郵送いたします。
●申込書ご投函後2週間以内に受領書が届かない場合は、
株主優待専用グル
メギフト係のフリーダイヤルにお問合わせ願います。
●お申込内容の確認のため、
お客さまにお電話でご連絡する場合がございます。
予めご了承ください。
●申込書が複数枚ご必要な場合は、
おそれいりますがコピーをおとりいただくか、
株主優待専用グルメギフト係のフリーダイヤルにお申し付けください。
●
「共通ご利用券」以外でのご注文はできませんので、
ご了承ください。
●

申込受付後、2週間前後で商品をお届けいたします。
（お盆・年末年始・GW期間を除く）
ただし、
お申込が集中する時期は商品のお届けが遅れる場合がございます。
●お届け希望日は有効期限内の日付で、
お申込日より2週間以降２ヶ月以内で
ご指定いただきますようお願いいたします。
●複数の商品をお申込いただいた場合、
別便でのお届けとなります。
配達日・配達時間に差がございますのでご了承ください。
●天候等のやむをえない事情により商品のお届けが遅れる場合がございます。
●

社会貢献寄付制度申込書

受付期間／平成30年6月30日まで ※消印有効

※Webサイトからのお申し込みはできませんので予めご了承ください。

グルメギフトについてのご注意

Tel 06-6342-1435

キリトリ線

上記の商品以外に約50点からお選びいただける
「Webカタログ」
をご用意いたしました。
季節限定のフルーツなど、選りすぐりのグルメを是非一度ご確認ください。

お電話番号

下記の「社会貢献寄付制度申込書」
に必要事項をご記入のうえ、
同封のピンク

Webカタログのご案内

寄付いただく利用券の枚数

お名前
枚

http://www.daiwaresort.jp/contents/kabunushi/
上記URLもしくはQRコードよりアクセスしてください。

〒

・QRコードは、
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。
・当サイトの閲覧による通信料金は株主さまのご負担となります。
・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

お問合わせは…大和リゾート株式会社 株主優待専用グルメギフト係 フリーダイヤル

ご住所

当社グループは、
今回の寄付先であります地元の公益財団法人吉野山保勝

１．
有効期限内の共通ご利用券に限らせていただきます。

共通ご利用券／3枚（3,000円分）
7 愛媛県産オーガニックマーマレード 8 越後ふる里づくり

ご住所
※この写真はイメージです。

0120−035−１37

下記へ直送

会の協力要請を受けて2008年より桜を保全する活動への支援を行っています。

●商品内容
静岡しらす・駿河湾桜えび・秋田比内鶏他
全6種×各150g
●賞味期限／常温で90日

●商品内容
宇治煎茶・知覧煎茶・掛川煎茶・伊勢煎茶
×各８０ｇ、嬉野煎茶 ７０ｇ
●賞味期限／常温で365日

上記と同じ

フリガナ

奈良県・吉野山には約3万本のシロヤマザクラが

馳走一膳 名産品ごはん詰合せ

FAX番号

〈お届け先さま〉

け、
保全する必要性が高まっています。

三葉茶業 銘茶の旅

大和ハウス工業株主優待専用グルメカタログ

お電話番号

※「株主優待専用グルメギフトの件」
とお申し付けください。

お電話番号
※お名前およびご住所は、
ご寄付の共通ご利用券を当社で受領した旨、書面等にてご連絡させていただく
ために利用させていただきます。※領収書等は発行いたしかねますので、
ご了承ください。

期間中やむなく商品内容に変更が生じる場合がございます。
その際は代わり
の商品をご案内させていただきますのでご了承ください。

●

発送・送料

共通ご利用券は、
平成30年6月30日まで有効です。

平成23年度から導入しました同制度に対して、多くの株主さまからご賛同を
いただき、下記のとおりご寄付いただきました。
ご協力ありがとうございました。
平成29年6月末有効期限分
（3月31日現在）
2,420,000円
（418名）

●商品内容
特別栽培米新潟県魚沼産こしひかり×５kg
※受注後精米して出荷
※新米出荷時期：１０月頃（予定）

●商品内容
有機はるみマーマレード
150g×2
●賞味期限／
常温で180日

〒
ご住所

商品

12.

ダイワロイネットホテルズ、
ラ・ジェント
・ステイ/ラ・ジェント
・ホテル、
大阪マルビ
ル内の入居店舗では、
共通ご利用券はご利用いただけません。

株主さまからご返送いただきました共通ご利用券の相当額を、当社が株主さまに代
わって、下記の社会貢献活動団体へ寄付させていただきます。

お届けについて

7.

4

お名前

動の協働団体に対する寄付』
をご用意しております。

お申込について

共通ご利用券は、
1,000円単位のご利用とし、
1,000円未満のご利用の場
合、
おつりは返金いたしません。

美濱屋の辛子明太子からすみパウダー添え

●商品内容
無着色辛子明太子 360g、
からすみパウダー 5g×4
●賞味期限／冷凍で30日

共通ご利用券／5枚（5,000円分）
3 特別栽培米魚沼産こしひかり

〈ご依頼主さま〉フリガナ

活動に、株主のみなさまにも参加いただけるよう、株主ご優待制度の選択肢に
『活

ご案内

5.

●商品内容
ローストビーフ
（1本）350g、
ローストビーフソース 110g
●賞味期限／冷凍で90日

当社グループがＣＳＲ
（企業の社会的責任）
の一環として取り組んでいる社会貢献

ご注意

共通ご利用券は、現金とのお引換はいたしません。
また商品返品等の
払戻の際、
現金とのお引換はいたしません。

2

グルメギフトご依頼主さま・お届け先さま

キリトリ線

4.

株主優待専用グルメギフトおよび社会貢献寄付制度をご利用いただく場合
は、
本書よりご利用いただく申込書を切り離し、
必要事項をご記入のうえ、
ご利
用分の共通ご利用券と一緒に、
専用の返信用封筒に入れてご投函ください。

共通ご利用券／10枚（10,000円分）
1 松阪牛 備長炭炭火焼ローストビーフ

寄付方法

3.

各施設でご利用いただく場合は、
お支払いの際に共通ご利用券を係に
お渡しください。

社会貢献寄付制度
※写真はイメージです。盛付等に使用されている食器等は商品に含まれません。

寄付先

ホームセンター、
ダイワロイネットホテルズ、
ラ・ジェント
・ステイ/ラ・ジェント
・ホ
テル、
大阪第一ホテルおよびスポーツクラブＮＡＳの各施設、
ならびに株主
優待専用グルメギフトおよび社会貢献寄付制度でご利用いただけます。

株主優待専用グルメギフト
※グルメギフト商品代金に送料も含まれます。

商品によって配送業者が変わります。
また、1,000円の商品につきましては、
メール便などでのお届けとなります。
●送料は商品代金に含まれます。
●

