お申込日：

年

月

日

ダイワロイヤルゴルフ

大和ハウス工業株式会社 株主優待
（共通ご利用券）
専用

スポーツクラブNAS

グルメギフト商品申込書

〈ご依頼主さま〉フリガナ
お名前
〒

お電話番号

お名前
ご住所

フリガナ

上記と同じ

下記へ直送

〒

お電話番号
個数

共通ご利用券

お届け希望日
円

② 鹿児島県産鰻蒲焼 関西風焼

枚

円

③ 鹿児島の美味詰合せ

枚

円

④ 近江牛すき焼き

枚

円

⑤ 三葉茶業 日本緑茶ティーバッグ

枚

円

⑥ 長野・甘味喫茶塩川 もち入りアイスクリーム

枚

円

⑦ 国産果実100％ジュース詰合せ

枚

円

⑧ 鹿児島黒豚生餃子

枚

円

⑨ 博多華味鳥 料亭のカレーセット

枚

円

⑩ 八女茶ティーバッグ

枚

円

枚

円

3

Webカタログ掲載商品をご希望の方はこちらにご記入ください。
申込番号

商品名

個数

合計

共通ご利用券

お届け希望日

枚

円

枚

円

枚

円

枚

円

※お届け希望日をご記入される場合は、2023年6月30日までの日付でご指定ください。
※1,000円の商品はお届け希望日を指定できませんのでご了承ください。

週間以降︑2ヶ月以内でご指定ください︒

枚

合計

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。
シプレカントリークラブ
（奈良県）

豊かな自然に恵まれた直営ゴルフ場
を全国10ケ所で展開。ダイワロイヤ
ルホテルでのご宿泊とのセットプラ
ンとしてもお楽しみいただけます。

「快適な施設」
と
「プログラムの充実」
はもちろんのこと、
さまざまなイベントも
多数ご用意。余暇を創造する提案型
スポーツクラブを、ぜひご利用ください。

株 主ご優 待のしおり

ロイヤルホームセンター
個性豊かなファミリーライ
フを応援するため、関西・
関東を中心に5８ケ所で
展開。
インテリアやメンテ
ナンスなど、
より快適な住
まいづくりのノウハウをご
提案します。
キリトリ線

商品名

① 神戸牛 焼肉用

お
お申込日より
※届け希望日は︑

商品番号

日本の美しい大自然が舞
台の個性豊かなホテル。
郷土に根ざしたおもてな
しと寛ぎの空間をお届け
します。

事項をご記入いただき、
お申込金額の「共通ご利用券」
と一緒に、
同封のオレンジ
お
※申込金額分の共通ご利用券を申込書と同封してお送りください︒

グルメギフトご依頼主さま・お届け先さま

〈お届け先さま〉

ダイワロイヤルホテル

●株主優待専用グルメギフトをお申込の際は、
「グルメギフト商品申込書」に必要

申込受付期間／2022年7月1日〜2023年6月30日※消印有効

ご住所

大和ハウスグループの各ホテル

お申込のご注意

ダイワロイネットホテルズ
株主のみなさまには、
格別のご高配を賜り、
●社会貢献寄付制度にお申込の際は、
「社会貢献寄付制度申込書」
に必要事項
をご記入いただき、
お申込金額の「共通ご利用券」
と一緒に、同封のピンク色返
信用封筒
（社会貢献寄付制度事務局宛）
に入れてご投函ください。

ロイヤルホームセンター森ノ宮店（大阪府）

誠にありがたく厚くお礼申し上げます。
当社では株主ご優待制度として、
所有株式数に応じて

ホームセンター・スポーツクラブ・直営レストラン・グルメギフト、
快適な住まいづくりや
豊かなライフステージの創造にぜひご利用ください。

一味真

大和ハウスグループ直営のレスト
ラン
（一味真（東京）、
サンクシェー
ル
（和歌山））
でもご利用いただけ
ます。

※封筒はそれぞれ別にご用意しておりますので、
お間違いのないようご注意願います。

遊び心あふれるユニーク
なデザインの宿泊特化型
ホテル。グループでの楽
しい旅の思い出に、
また
ビジネスにも大変便利な
ホテルです。

今後とも引き続きご支援賜りますよう
ラ・ジェント・ホテル東京ベイ

大阪第一ホテル

www.daiwahouse.co.jp
© Copyright 2022 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. All rights reserved.

吉野山のシロヤマザクラ

みなさまにおかれましては、

ラ・ジェント・ホテル

お願い申し上げます。

社会貢献寄付制度〈吉野山の桜を保全する活動〉
世界遺産でもあり国立公
園にも指定されている、
奈良県・吉野山の約3万
本の桜保全活動にご協
力ください。苗木育成・
植樹等に活用させてい
ただきます。

ダイワロイネットホテル東京有明

全国に広がる当社のホテル・ゴルフ場・
そして社会貢献活動において、
共通でご使用いただけますので、

さまざまなラインアップの中から、
お
好きなグルメ商品をお選びいただ
けます。全国より集めたこだわりの
品を存分にご堪能ください。

ビジネスにレジャーに、み
なさまがホテルを安心・快
適にご利用いただけるよ
う、
サービスを一から見つ
めなおし、全国各地でお
待ちしております。

共通ご利用券を贈呈いたしております。

グルメギフト／直営レストラン

神戸牛 焼肉用

Royal Hotel 沖縄残波岬

JR大阪駅前の茶色い円
筒形高層ビル「大阪マル
ビル」のホテル。各駅から
は地下街直結のベストア
クセス。空港リムジンバス
も発着し、
ビジネスや観光
の拠点に大変便利です。

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）

2.
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。

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。

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、
ダイワロイネットホテルズ、
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.

12.

ダイワロイネットホテルズ、
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。
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、
ショップ商品購入費、
イベント参加費です。
共通ご利用券は、
2023年6月30日まで有効です。
●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。

https://www.daiwahouse.com/ir/yutai/

近江牛すき焼き

世界遺産でもあり国立公園にも指定されている、

●商品内容
長野県産ふじりんごジュース
500㎖×2、
和歌山県産みかんジュース
500㎖
※収穫時期まで、お届けにお時間
をいただく場合がございます。

●賞味期限の表示について

8

●商品内容
黒豚生餃子（16g
×12個）×3、
たれ 13g×3
●賞味期限／
冷凍で30日

申込書ご投函後2週間以内に確認書が届かない場合は、
株主優待専用グル

●

奈良県・吉野山にはシロヤマザクラを中心に200種

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。

約3万本の桜が群生していますが、
昨今の環境変化

●

予めご了承ください。

長野・甘味喫茶塩川 もち入りアイスクリーム

1,000円／共通ご利用券1枚
9 博多華味鳥 料亭のカレーセット
●商品内容
キーマカレー ×1
チキンカレー ×1

10

●商品内容
三葉茶業
八女茶テトラ
ティーバッグ
3g×13袋

製造、加工日から数えて90日以内の商品に記載しています。賞味期限が90日を超える商品は、省略していますのでご了承ください。

●

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。

勝会の協力要請を受けて2008年より桜を保全する活動の支援を行っています。

「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。

●

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
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。

八女茶ティーバッグ

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、

当社グループは、
本活動の寄付先であります地元の公益財団法人吉野山保

申込受付後、3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3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。

●

３．
領収書等は発行いたしかねますので、
ご了承ください。

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。

当社グループは、
「桜」
をキーワードとした活動を
「Daiwa Sakura Aid」
と総称し、
さまざま
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写真集「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 サステナビリティ企画部
〒530-8241 大阪市北区梅田3丁目3番5号 Tel 06-6342-1435

●

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。
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。

●

Webカタログのご案内

キリトリ線

上記記載の商品以外に、季節限定のフルーツなど約50点からお選びいただける
「Webカタログ」
も併せてぜひご覧ください。

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

お問合わせは…大和リゾート株式会社

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

社会貢献寄付制度申込書

受付期間／2023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。

大和ハウス工業株主優待専用グルメカタログ

商品のみのご注文につきましては、
確認書は送付いたしませんのでご了承くだ
さい。商品の発送をもってかえさせていただきます。

の影響を受け、
保全する必要性が高まっています。

●商品内容
きな粉・抹茶 各80㎖×4
（冷凍でお届けいたします）

鹿児島黒豚生餃子

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、
ご依頼主さま宛に確認書を郵送いたします。なお、1,000円の

●

「吉野山の桜を保全する活動」
〈公益財団法人吉野山保勝会〉

１．
有効期限内の共通ご利用券に限らせていただきます。

3,000円／共通ご利用券3枚
7 国産果実100％ジュース詰合せ

分の「共通ご利用券」
と一緒に、
同封のオレンジ色返信用封筒
（株主優待専

発送・送料

7.

6

三葉茶業 日本緑茶ティーバッグ

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

●

2011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。
2022年6月末有効期限分（3月31日現在）2,441,000円（609名）

商品

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。）

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

●商品内容
カタ・バラ 300g
●賞味期限／
冷凍で21日

●商品内容
かぶせ茶・煎茶・ふかむし茶
各テトラティーバッグ 3g×各10袋

のお届け指定はできません。

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。

ご案内

6.

動の協働団体に対する寄付』
をご用意しております。

お届けについて

5.

4

●商品内容
黒豚モモ味噌漬 80g×4、
ぶり幽庵漬 70g×2、真鯛西京漬 60g×2
●賞味期限／冷凍で30日

受付期間中の8月11日〜8月19日、
12月23日〜1月12日、
4月29日〜5月10日

●

キリトリ線

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。

5,000円／共通ご利用券5枚
3 鹿児島の美味詰合せ

5

鹿児島県産鰻蒲焼 関西風焼

●商品内容
鰻蒲焼（ハーフ）100g×3、
たれ・山椒 ×各3
（冷凍でお届けいたします）

●商品内容
モモ肉 500g
●賞味期限／冷凍で30日

お申込み金額分の共通ご利用券を申込書と同封してお送りください。

●

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

ご注意

4.

2

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

寄付方法

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。

10,000円／共通ご利用券10枚
1 神戸牛 焼肉用

寄付先

ント
・ホテル、
大阪第一ホテル、
ダイワロイヤルゴルフ、
ロイヤルホームセンタ
ー、
スポーツクラブＮＡＳおよび直営レストランの各施設、
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。

グルメギフトについてのご注意

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。

お申込について

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、ダイワロイネットホテルズ、ラ・ジェ

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。

0120−035−１37

※「株主優待専用グルメギフトの件」
とお申し付けください。

0120−035−137

※「株主優待専用グルメギフトの件」
とお申し付けください。

個人情報について●

●

大和リゾート株式会社は、個人情報保護法を遵守し、同社定款に定める事業に

ご住所
※この写真はイメージです。

フリーダイヤル

株主優待専用グルメギフト係

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。

関するご案内・ご提案、契約の締結・履行、
アフターサービスの実施、
お客さまへの
連絡・通信、
および新しい商品・サービスの開発、
ならびにお客さまに有益と思われ
る情報の提供などのために、
お客さまの個人情報を利用させていただきます。

