
お問い合わせは  北日本銀行 株主優待事務局 （日本証券代行株式会社）

受付時間：月～金（土・日・祝日は除く）9時～17時0120-707-843

魹ヶ埼灯台（岩手県宮古市）
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K i t a - N i p p o n  B a n k

株主の皆さまに、日ごろの感謝をこめて
地元特産品をお届けいたします。

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当行では株主の皆さまの日頃のご支援に感謝の
意をこめて、毎年3月31日に100株以上を保有されている
株主さまを対象に、株主優待制度を実施しております。
　金利優遇定期預金ご優待券と、特産品からいずれかをお選びいただけるものと
しております。
　特産品には、東日本大震災復興応援につながる地場産品を中心に、海と山に恵
まれた地域の特色を生かした食材などを取り揃えましたので、お好みの品をお選び
いただければ幸いです。
　私ども北日本銀行は、株主さま、お客さま、地域の皆さまのご期待にお応えできま
すよう、役職員一同全力を尽くしてまいります。
　今後とも変わらぬご支援とお引き立てを賜りますよう、宜しくお願い申しあげます。
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株主優待対象者に関するご案内

来年度（2021年度）より、3月末日に100株（1単元）以上を、
1年以上継続保有されている株主さまが対象となります。

4月以降に売却等により株主名簿より除籍となった場合は、買い戻されたとしても
初年度は株主優待の対象とはならない場合がございますので、ご注意ください。
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20B -11
魚の旨みがしっかりする本
物の味「阿部の笹かまぼ
こ」入りの詰合せ。ひと口サ
イズのミニ笹かまぼこ「笹だ
より」と濃厚でなめらかなク
リームチーズが入った「チー
ズボール」、多彩な味わい
が楽しめる揚げかまぼこ「菜
ころん」などバリエーション
豊富な内容です。

阿部の笹かまぼこ かまぼこ詰合せ BM-2

阿部の笹かまぼこ50g×7、笹だより25g×4、チーズボール25g×4、菜ころん40g×4

■賞味期限/冷蔵10日
■加工地/宮城県　■アレルゲン/

http://www.abekama.co.jp/

※写真はイメージです。

株式会社 阿部蒲鉾店

0120-707-843

●お申し込みの無い場合は、「株主優待定期預金ご優待券」を
贈呈させていただきます。

 優待品によっては状況により到着が遅れる可能性もございます。

必ず第3希望までご記入ください

該当優待品の左上に記載してある
「20B-01〜20B-99」の商品
番号をご記入ください。

〈例〉「20B -11」と記入

申込書の記入方法

優待品を確実にお届け
するために、お電話番号の
ご記入をお願いいたします。

申込書に住所、
お名前などのご
記入は不要です。

お申し込み内容のお控え
として優待品が届くまで
大切に保管してください。

お申し込み方法のご案内

優待品は、株主名簿に記載されたご住所にお届けします。
転居によりご住所を変更されている場合は、事務局までお電話ください。

お届け

●優待品のお届けは、日本国内に限らせていただきます。
●優待品によってはお盆期間のお届けができません。
●状況により到着が遅れる可能性もございます。

3
S T E P

株主さま控えを切り取り、「株主優待申込書」のみをご投函ください。
ご投函の際に切手は不要です。

お申し込み期限

2020年6月1日（月）までに
事務局に到着するようご投函ください。

投函

●お申し込みの無い場合は、「株主優待定期預金ご優待券」を贈呈させていただきます。

2
S T E P

同封の「株主優待申込書」に必要事項をご記入ください。

カタログから選ぶ

●優待品を他者へ譲渡することはできません。
●本冊子（2020年度）に掲載の優待品以外はお選びいただけません。
●同封の「株主優待申込書」でのお申し込み以外はお受けいたしません。
●優待品は登録された住所へお送りいたしますので、住所・お名前などのご記入は不要です。
●お酒をご希望で20歳未満の方、20歳以上で申込書にチェックのない方はお受けできません。

1
S T E P （詳しくは、右ページの記入方法をご覧ください）

カタログ表記について
●賞味期限は、製造日より残り日数の目安を表記しております。
●加工地、産地は、変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。
●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。ご確認のうえ優待品をご

選択ください。

クール便（冷蔵、冷凍）の優待品をお選びいただく場合のご注意
●一部離島へはお届けできませんのでお申し込みの際は
　十分ご注意ください。

個人情報について
●お預かりしました個人情報は株主優待以外の目的には一切使用いたしません。

お酒をお申し込みいただく場合
●20歳以上の方のみとさせていただきます。
●申込書の「お酒をお申し込みの方」欄にチェックのない場合、第2希望以降にお酒以外

の優待品がある場合は、振り替えさせていただきます。また、チェックがなく、お酒のお申し
込みの場合は、事務局よりお電話をさせていただきます。

●法人の方はチェック不要です。

ご希望された優待品について
●天候、メーカーの都合や、限定数量を超えた際など、ご希望に沿えない場合がございます

ので、必ず第1希望から第3希望までご記入をお願いいたします。万一、第3希望までご
希望に沿えない場合は、事務局よりお電話させていただきます。

●受付は先着順となります。

配送日時のご指定について
●配送日時のご指定はお受けできません。

パッケージについて
●品質保持のため、パッケージおよび梱包形態が変更になる場合がございます。

優待品破損等によるお取り替えについて
●お届けした優待品が「汚れていた」「破損していた」「第1希望〜第3希望のいずれにも

該当しない」などの場合は、事務局宛にご連絡ください。新しい優待品とお取り替えさせ
ていただきます。

 到着後7日以上経過した優待品のお取り替えはお受けできません。

ご 注 意 事 項

お問い合わせは
北日本銀行 株主優待事務局

（日本証券代行株式会社）

※ ただし、「20B-01」と「20B-99」を選択され
た方は、第一希望のみの記載で結構です。 

受付時間 月〜金（土・日・祝日は除く）
9時〜17時

※チェックのない場合は、第2希望以降に振り替
　えさせていただきます。

お酒をお申し込みの方は必ず
□印をお付けください。

（該当番号：20B-29〜20B-36）

お申し込み方法 本冊子に記載の優待品を一点お届けいたします。下記「お申し込み方法」にしたがって、
お申し込みください。お申し込みの際は、「ご注意事項」を必ずお読みください。

2020年6月1日（月）までに
事務局に到着するようご投函ください。

お申し込み期限

お届け期間

2020年7月中旬～8月
※ 一部お届け時期が異なる優待品がご

ざいます。詳しくは優待品ご案内をご
確認ください。

2 0B - 01及び20B - 99を選択した方は第一希望のみの記載で結構です。

1 1
1 2
1 3

1 1
1 2
1 3
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優遇金利（店頭表示金利＋0.2％）にて定期預金を作成できる優待券を、以下の基準により贈呈いたします。

※株主優待定期預金をお選びいただいた方は、特産品のカタログからは商品をお選び
　いただくことができませんのでご注意ください。

株主優待定期預金ご優待券のご案内

保有株式数 贈呈枚数 預入限度額
100〜499株 3枚 最高300万円

500〜999株 4枚 最高400万円

贈呈基準
保有株式数100株（1単元）以上の株主さまに対し、優待券を贈呈いたします。
優待券1枚につき、10万円以上100万円以下を受入れいたします。

1

株主優待定期預金
ご優待券のお届け時期
2020年6月下旬

2

利用方法
当行本支店へ優待券をご持参いただいた株主さまは、
優遇金利定期預金のお預入れができます。

3 定期預金の種類および適用金利
期間1年ものスーパー定期預金（証書式）・店頭表示
金利＋0.2％（年利）
（自動継続のお取扱いはできません。）

※本商品につきましては、「ひまわりポイントサービス」の3ステップに適用して
いる「定期預金金利優遇サービス」は対象外とさせていただきます。

4

取扱期間
2020年7月1日（水）〜2021年6月30日（水）

5 取扱店舗
当行全営業店（インターネット支店を除く）

6

20B-01

◦本券ご持参の株主様に株主優待定
期預金を作成いたします。
◦この優待券の再発行はいたしませ
んので、紛失等にお気を付けくだ
さい。
◦譲渡することはできません。

株 主 優 待 定 期 預 金

ご 優 待 券

お名前
□複数枚同時使用につき住所記載省略。

ご住所
※ご記入いただいた個人情報は、本商品に係る取扱以外の目的に利用いたしません。

店 頭 表 示 の ス ー パ ー 定 期 預 金 金 利 に

+0.2%+0.2%
ご 優 待 券

010_0148555162006.indd   1 2020/01/22   11:47:12

見本

海の恵 …………………… 6〜8
お菓子 …………………… 9〜10
お酒 …………………… 11〜12
大地の恵 ……………… 13〜18

20B -12
日々の気温や湿度に合
わせた乾燥具合に仕上
げ、一枚一枚大切に個
包装した、いつでも「旬知
らず」で美味しい干物を
お届けします。

国産干物づくし

金目鯛90g×3、あじ80g×3、カマス50g×4

■賞味期限/冷凍30日
■産地/国産
■加工地/静岡県

http://3riku-aji.com/

※写真はイメージです。

鎌田水産 株式会社20B -11
魚の旨みがしっかりする本
物の味「阿部の笹かまぼ
こ」入りの詰合せ。ひと口サ
イズのミニ笹かまぼこ「笹だ
より」と濃厚でなめらかなク
リームチーズが入った「チー
ズボール」、多彩な味わい
が楽しめる揚げかまぼこ「菜
ころん」などバリエーション
豊富な内容です。

阿部の笹かまぼこ かまぼこ詰合せ BM-2

阿部の笹かまぼこ50g×7、笹だより25g×4、チーズボール25g×4、菜ころん40g×4

■賞味期限/冷蔵10日
■加工地/宮城県　■アレルゲン/

http://www.abekama.co.jp/

※写真はイメージです。

株式会社 阿部蒲鉾店

2020年度版

北日本銀行
株主優待特産品のご案内

100〜999株以上お持ちの株主さま

地域金融機関として東日本大震災の復興に貢献するためにも、営業エリアの特産品の中から、
震災復興応援につながる地場産品を中心に選定いたしました。
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海
の
恵

●特定原材料アレルギー物質7品目を表記しております。　　 小麦　　 卵　　 乳　　 そば　　 落花生　　 えび　　 かに
●賞味期限は、製造日より残り日数の目安を表記しております。 ●お酒は未成年者のお申し込みはできません。 ●状況によりお届けが遅れる場合があります。



20B -14
刺身のような新鮮さとプロの料理
人が施したような味を兼ねそろえた 

「刺身とろさば」。この商品は人の手
で丁寧に調理することにより、ちょう
どいい酢〆加減を実現しています。
口の中に入れた瞬間にとろける味
わいは、まさに絶品です。保存方法 
要冷凍（-18℃以下で保存してくだ
さい）。解凍後賞味期限 10℃以下
で7日間。賞味期限商品別添。

田清厳選刺身とろさばセット

生しめ刺身とろさば大半身1枚約160ｇ1パック、醤油漬け刺身とろさば大半身1枚約160
ｇ1パック（原材料の一部に小麦を含む）、薫味刺身とろさば大半身1枚約160ｇ1パック
（原材料の一部に大豆を含む）、昆布〆刺身とろさば大半身1枚約160ｇ1パック

■賞味期限/冷凍-18℃以下商品別添
■産地/国産
■加工地/青森県　■アレルゲン/

http://www.seijiro.jp/

※写真はイメージです。

株式会社 田清20B -13
木村の特別のだし（魚介
類）で岩手・遠野産米を
炊き込んだうに入りいか
めしです。味付はやさしく
無添加で、いかはやわら
かに仕上げておりますの
で、12分～15分程度湯
せんするだけで出来たて
の美味しいいかめしを味
わえます。

うに入りいかめしセット

うに入りいかめし1本入×8

■賞味期限/冷凍90日
■産地/岩手県産
■加工地/岩手県　■アレルゲン/

http://tokkuri.co.jp/ TEL：0193-83-5510

※写真はイメージです。

有限会社 木村商店

20B -15
花けずりこんぶは、北海
道南かやべ地方特産の
肉厚の昆布を、削り節の
ように薄くソフトに削った
ものです。これに枕崎特
産の鰹削りを加えたか
つおこんぶは、ふりかけ
るだけで料理を最高の
味に仕上げる味の逸品
です。

花けずりこんぶ2種詰合せ

花けずりこんぶ（チャック付袋）12g入×5個、かつおこんぶ（チャック付袋）17g入×5個

■賞味期限/1年
■産地/真昆布：北海道南かやべ産、かつおぶし：鹿児島県枕崎産
■加工地/岩手県

http://hanakonbu.jp/ TEL：0193-63-5117

※写真はイメージです。

東和食品 株式会社 20B -16
あわび海宝漬と、ほたて
海宝漬が各170g入った
詰め合わせです。中で小
分けになっており、半分
ずつ取り出して解凍でき
る便利なタイプです。解
凍後は冷蔵で保存いただ
き、5日以内にお召し上が
りください。

二味海宝漬

二味海宝漬170g×2

■賞味期限/冷凍90日
■産地/めかぶ：三陸産、ほたて・いくら・あわび：国産
■加工地/岩手県　■アレルゲン/

https://www.iwate-nakamuraya.co.jp/ TEL：0120-56-7070（中村家コールセンター）

※写真はイメージです。

有限会社 中村家

20B -17
蜂蜜入りの味わいのある麺に甘
酸っぱいスープで夏を乗り切るに
はピッタリ。アルギン酸たっぷりの
三陸わかめ太茎の煮物は白砂糖・
精錬塩・添加物不使用で、冷麺の
トッピングにも相性バッチリ。食後
に北限椿の葉を80％使ったノンカ
ロリー・ノンカフェインのほんのり甘
い椿茶。岩手三陸からヘルシーで
美味な美食セットをお届けします。

三陸椿物語 美食セット

三陸椿冷麺（麺150g×6、スープ64g×6）、三陸わかめの大黒柱（元祖、かつお）110g×2、
椿茶 ティーバッグ 赤30g（2g×15個）

■賞味期限/三陸椿冷麺：28日、三陸わかめの大黒柱（元祖、かつお）：180日、
椿茶 ティーバッグ 赤：365日
■加工地/岩手県　■アレルゲン/

http://www.sagar.jp/ TEL：0192-47-4123

※写真はイメージです。

株式会社
バンザイ・ファクトリー 20B -18

荒 し々い外洋に面した北三陸の海で、
自然のままに自生している、天然物の
わかめです。三陸のわかめの中でも水
揚量が全体の5％に満たない希少価
値の高いわかめであり、漁師が海底ま
で潜って鎌で収穫しています。食感が
肉厚で歯ごたえがあり、風味の豊かな
わかめです。また、茎の部分を剣山で
手引き加工した茎わかめも、シャキシャ
キの歯ごたえをお楽しみいただけます。

北三陸産天然わかめセット

天然わかめ・剣山茎わかめ各120ｇ×3袋

■賞味期限/75日
■産地/北三陸産
■加工地/岩手県

http://hirono-ya.com/ TEL：0194-65-2408

※写真はイメージです。

株式会社 ひろの屋

20B -20
本品は、厳選した銀たら
を使用し、弊社オリジナ
ルの特性味噌粕と西京
味噌でじっくり漬込み仕
上げた品でございます。
焼きたての味噌の香ばし
い味わいが食欲をそそる
逸品です。

銀たら味噌漬けギフトセット

銀たら味噌粕漬け・銀たら西京味噌漬け各4切

■賞味期限/生産日より1年
■産地/アメリカ
■加工地/宮城県　■アレルゲン/

http://www.watarai.co.jp TEL：022-364-0301

※写真はイメージです。

株式会社 渡會20B -19
蟹みそ、棒肉と人気があ
る部位を甲羅に盛りつけ。
解凍してそのままお召し上
がりいただけます。少し焼
いて「甲羅焼き」で贅沢な
食卓を彩ります。

ずわいがにの甲羅盛り

ずわいがに甲羅盛り4個入

■賞味期限/製造日より3ヶ月
■産地/カナダ 他
■加工地/青森県　■アレルゲン/

http://www.hoseifoods.com TEL：0178-20-0521

※写真はイメージです。

宝成食品 株式会社

7 8Kita-Nippon Bank Kita-Nippon Bank

●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできない場合は、第2、3希望の優待品をお届けいたします。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない
場合は、事務局よりご連絡いたします。 ●クール便（冷蔵・冷凍）の優待品は一部離島へのお届けはできませんので、お申し込みの際は十分ご注意ください。

●特定原材料アレルギー物質7品目を表記しております。　　 小麦　　 卵　　 乳　　 そば　　 落花生　　 えび　　 かに
●賞味期限は、製造日より残り日数の目安を表記しております。 ●お酒は未成年者のお申し込みはできません。 ●状況によりお届けが遅れる場合があります。

海
の
恵

●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできない場合は、第2、3希望の優待品をお届けいたします。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない
場合は、事務局よりご連絡いたします。 ●クール便（冷蔵・冷凍）の優待品は一部離島へのお届けはできませんので、お申し込みの際は十分ご注意ください。

海
の
恵



20B -23
品質の高さから数々の
賞に輝く、奥州市育ちの

「江刺りんご」。回進堂
ゼリーは江刺りんご「サ
ンふじ」を使用し、ほど良
い甘さと酸味と食感にこ
だわりました。

回進堂 江刺りんごゼリー 15個

江刺 果肉入りんご・江刺 果肉入すりりんご・江刺 すりりんご各85g×各5

■賞味期限/8ヶ月
■産地/岩手県江刺産「サンふじ」りんご使用
■加工地/岩手県

http://www.kaishindo.jp/ TEL：0197-35-2636

※写真はイメージです。

株式会社 回進堂

20B -26
香ばしいモナカの皮と、
コクのある甘さの餡が自
慢。その秘訣は代々受
け継がれた職人の技と
安心で確かな素材です。

（餡 は 北 海 道 産 の 豆
のみを、皮は自社田園
の糯米を使用しておりま
す。）

中型モナカ18個入（大納言・白いんげん・胡麻 各6個）

中型モナカ 大納言55g×6個、中型モナカ 白いんげん55g×6個、中型モナカ 胡麻52g
×6個

■賞味期限/14日
■産地/黒胡麻：ボリビア産
■加工地/宮城県

※写真はイメージです。

株式会社 白松がモナカ本舗20B -25
かもめの玉 子をはじめ
直営店限定商品「ばな
ちょ」や「プレミアムかも
めの玉子」を詰め合わせ
ました。
いろいろな味を楽しめる
詰め合わせです。

さいとう製菓株式会社 かもめの玉子詰合せ

かもめの玉子・りんごかもめの玉子・かもめのショコらん・かもめの玉子ばなちょ×各３、黄金
かもめの玉子・プレミアムかもめの玉子×各２

■賞味期限/20日間
■加工地/岩手県　■アレルゲン/

http://www.saitoseika.com/

※写真はイメージです。

さいとう製菓 株式会社20B -22
7万本もの松林が流され
た陸前高田の高田松原
で唯一残った「奇跡の一
本松」をイメージした商品
です。陸前高田のブラン
ド米「たかたのゆめ」の
米粉と紫波産の南部小
麦、沿岸の有精卵を使
用し、岩手県にこだわっ
た自慢のお菓子です。

夢の樹バウム（ミニホールサイズ）

夢の樹バウム（ミニホールサイズ）約700g

■賞味期限/製造から1ヶ月
■加工地/岩手県　■アレルゲン/

http://okashitsukasa-kimuraya.com/

※写真はイメージです。

おかし工房木村屋20B -21
南部の風土が生んだ、伝
統の『南部煎餅』を岩手
県二戸よりお届けします。

『南部煎餅』詰合せは、
巖手屋の選りすぐりを詰
合せいたしました。9種類
のおいしさがぎっしりとセッ
トされ、常に喜ばれてい
る好評の詰合せです。

南部煎餅詰合せ「ねんりん」

ねんりん50枚

■賞味期限/90日
■加工地/岩手県　■アレルゲン/

http://www.iwateya.co.jp/ TEL：0120-232-209

※内容が一部変更になる場合がございます。
※写真はイメージです。

株式会社 岩手屋

20B -24
国内産の厳選したさつ
まいも、バター、生クリー
ムなどを丁寧に練り上げ
しっとりと焼き上げた一
品。お子様から年配の
人まで喜んでいただける
当店人気No.1の商品で
す。

大槌城山ポテト

大槌城山ポテト15個入（1個46g）

■賞味期限/10日
■加工地/岩手県　■アレルゲン/

TEL：0193-42-3525

※写真はイメージです。
しろやま

菓子工房 エルマーノ 20B -28
岩手県産の黒豆を主原
料とした菓子です。可能
な限りシンプルな原料を
厳選してつくっておりま
す。

岩手黒豆づくし

黒豆羊かん380ｇ、黒豆ケーキ400ｇ、黒豆甘納豆150ｇ、黒豆ゼリー85ｇ×3

■賞味期限/黒豆羊かん：180日、黒豆ケーキ：20日、黒豆甘納豆・黒豆ゼ
リー：60日
■加工地/岩手県　■アレルゲン/

http://www.e-takeya.net/ TEL：0194-52-3710

※写真はイメージです。

有限会社 竹屋製菓20B -27
ふわふわもちもち食感
の「マルセンバター餅」
や、復刻版のラング・ド・
シャ「牧場のささやき」な
ど、当店おすすめのお菓
子を6種類お楽しみいた
だけます。

菓子詰合せ6種セット

牧場のささやき10枚、あやこにひとめぼれ9枚、チーズの饅頭1ヶ×2、お芋の饅頭1ヶ×
2、マルセンバター餅6切れ、一口ゆべし3種詰合せ12ヶ

■賞味期限/牧場のささやき：120日、あやこにひとめぼれ：90日、チーズの饅
頭・お芋の饅頭・マルセンバター餅・一口ゆべし3種詰合せ：30日
■産地/米粉：雫石町
■加工地/岩手県　■アレルゲン/

http://www.sensyudo.co.jp/ TEL：019-613-4070

※写真はイメージです。

株式会社 千秋堂

9 10Kita-Nippon Bank Kita-Nippon Bank

●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできない場合は、第2、3希望の優待品をお届けいたします。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない
場合は、事務局よりご連絡いたします。 ●クール便（冷蔵・冷凍）の優待品は一部離島へのお届けはできませんので、お申し込みの際は十分ご注意ください。

●特定原材料アレルギー物質7品目を表記しております。　　 小麦　　 卵　　 乳　　 そば　　 落花生　　 えび　　 かに
●賞味期限は、製造日より残り日数の目安を表記しております。 ●お酒は未成年者のお申し込みはできません。 ●状況によりお届けが遅れる場合があります。

お
菓
子

お
菓
子



20B -29
赤はメルローの柔らかな
渋味ある味わいと華や
かなキャンベルの香りが
感じられる中口。白はフ
ルーティーな生 食 品 種
葡萄の香りとリースリン
グ・リオンの心地良い酸
味が感じられるやや甘
口。

かぐみ赤白セット

・かぐみ 赤 720ml 〔中口／ミディアムボディ〕
・かぐみ 白 720ml 〔やや甘口〕

■産地/岩手県産
■加工地/岩手県

https://www.edelwein.co.jp

※写真はイメージです。

株式会社 エーデルワイン 20B -34
【トラッドゴールドピルスナー】伝統的なピ
ルスナーのスタイルでありながら、チェコ
産ザーツホップをふんだんに使ったキリリ
と苦みのきいた味わい。のど越しよく、飲
んだ後の余韻も楽しめる味わいです。

【イノベーションレッドラガー】レッド麦芽を
使用したきれいな赤色が特徴のビール。
ホップにはジャーマンカスケードを使用
し、コクのある味わいの中にホップの風
味がきいた飲みごたえある味わいです。

ベアレンビール

ベアレン ザ・デイ2種9本ギフトセット（ベアレン ザ・デイ トラッドゴールドピルスナー
350ml缶×6本、ベアレン ザ・デイ イノベーションレッドラガー350ml缶×3本）

■賞味期限/365日
■加工地/岩手県

http://www.baerenbier.com/

※写真はイメージです。

株式会社 ベアレン醸造所20B -30
岩手県盛岡市の南、北
上川の東岸に連なる丘
陵地帯の厳選した完熟
りんごを原料とし、丁寧
な仕込により、りんごの
持ち味を生かした五枚橋
林檎ワインのセットです。

五枚橋ワイナリー林檎ワインセット

五枚橋ワイナリーふじやや辛口720ml、五枚橋ワイナリーカシスロゼ720ml

■産地/岩手県盛岡市北上川東岸産
■加工地/岩手県盛岡市

http://www.gomaibashi.com 

※写真はイメージです。

有限会社 五枚橋ワイナリー 20B -33
大槌酒米研究会が栽培
した酒 米「吟ぎんが」、
岩手オリジナル酵母など
地域に想い入れのある
2品です。フルーティーな
香りの「浜千鳥 純米吟
醸」。燗でも冷でも美味
しい「ゆめほなみ」です。

インターナショナル・サケ・チャレンジ2019トロフィー賞セット

浜千鳥 純米吟醸 吟ぎんが720ml、ゆめほなみ 本醸造720ml

■産地/米：国産
■加工地/岩手県

https://hamachidori.net/ TEL：0193-23-5613

※写真はイメージです。

株式会社 浜千鳥

20B -31
自園自醸ワイン紫波の
紫波町産メルロー種を
使用した豊かな果実味
が特徴の辛口赤ワイン
と、ワイナリーが手掛け
る紫波町産キャンベル
種を使用した無添加で
瓶詰した、濃厚で薫り高
いぶどうジュースです。

ワイン＆ぶどうジュースセット

紫波メルロー750ｍｌ、6ヶ月熟成紫波町のぶどうジュース720ｍｌ

■賞味期限/紫波メルロー：無し、6ヶ月熟成紫波町のぶどうジュース：2年
■産地/岩手県紫波町
■加工地/岩手県

http://www.shiwa-fruitspark.co.jp/winery/index.html TEL：019-676-5301

※写真はイメージです。

株式会社 紫波フルーツパーク 20B -32
世界文化遺産 中尊寺
に献上している、金箔入
り吟醸酒『金色堂』。東
北復興支援酒として話
題となった純米酒『福香

（ふくこう）』。いずれも
岩手に拘った岩手の清
酒の呑み比べセットで
す。

世嬉の一 金色＆福香セット（ふく-2）

金箔入 吟醸酒 金色堂720ml×1本、純米酒 福香720ml×1本

■加工地/岩手県

http://www.sekinoichi.co.jp TEL：0191-21-1144

※写真はイメージです。

世嬉の一酒造 株式会社 20B -36
岩手県の酒造好適米

「吟ぎんが」で醸した純
米吟醸酒「北山酒経」と、

「吟ぎんが・ぎんおとめ」
で醸した純米酒「北窓三
友」のセット。お米の旨み
を感じられるお酒です。

岩手県酒造好適米セット

北山酒経（純米吟醸酒）・北窓三友（純米酒）各720ｍｌ

■産地/岩手県
■加工地/岩手県

http://www.washinoo.co.jp/

※写真はイメージです。

株式会社 わしの尾

TEL：0195-76-3211

20B -35
純米2種セットです。
純米吟醸…爽やかなの
どごしでキレがあり、後味
スッキリとした飲みやす
い淡麗辛口タイプ。
特別純米酒…大粒の米
質で醗酵も良く、香味深
いまろやかなお酒です。

酒蔵撰集 ＳＫ-3

酒蔵撰集 Sｋ-3 720ｍｌ×2

■賞味期限/1年
■産地/国産
■加工地/岩手県

http://www.seisyu-kanzan.com/

※写真はイメージです。

両磐酒造 株式会社

TEL：0191-23-3392
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●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできない場合は、第2、3希望の優待品をお届けいたします。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない
場合は、事務局よりご連絡いたします。 ●クール便（冷蔵・冷凍）の優待品は一部離島へのお届けはできませんので、お申し込みの際は十分ご注意ください。

●特定原材料アレルギー物質7品目を表記しております。　　 小麦　　 卵　　 乳　　 そば　　 落花生　　 えび　　 かに
●賞味期限は、製造日より残り日数の目安を表記しております。 ●お酒は未成年者のお申し込みはできません。 ●状況によりお届けが遅れる場合があります。

お
酒

お
酒



20B -38
安心・安全を心掛けて
常に餌を吟 味し、薬は
一切使わずに飼育した
ほろほろ鳥を薫り高い桜
の木のチップでじっくりス
モークした燻製です。

ほろほろ鳥燻製詰合せセット 半羽分

ほろほろ鳥手羽燻製200ｇ、ほろほろ鳥ササミ燻製50ｇ、ほろほろ鳥ムネ燻製120ｇ、ほろ
ほろ鳥モモ燻製150ｇ

■賞味期限/20日
■産地/岩手県産
■加工地/岩手県

http://www.ishikuro-farm.com/ TEL：0198-27-2521

※写真はイメージです。

有限会社 石黒農場

20B - 40
添加物を使わず低温長
時間発酵で丁寧に作っ
たヨーグルトのセットで
す。もっちりとした食感の

「岩 泉ヨーグルト」とま
ろやかなドリンクタイプの

「岩 泉のむヨーグルト」
を詰め合わせました。

岩泉ヨーグルト詰合せ

岩泉ヨーグルト（加糖）・岩泉ヨーグルト（プレーン）各2000ｇ、岩泉のむヨーグルト720ｍｌ

■賞味期限/15日
■産地/岩手県
■加工地/岩手県　■アレルゲン/

https://www.iwaizumilk.co.jp/

※写真はイメージです。

岩泉ホールディングス 株式会社

TEL：0120-3800-81

20B - 41
鉄の玉子焼き器です。
鉄器が卵に熱をじんわり
満遍なく伝えてくれるの
で、ふんわり美味しい玉
子焼きが作れます。
最初にしっかりと温めて
油を馴染ませてあげれ
ば、きれいなきつね色の
焼き目になります。

南部鉄器 角玉子焼

南部鉄器 角玉子焼

■産地/奥州市
■加工地/岩手県

http://oigen.jp

※写真はイメージです。

及源鋳造 株式会社

TEL：0197-24-2411

20B -37
大豆、小麦を使わずエ
ゴマから作ったエゴマ醤
油。エゴマを使用したド
レッシング。水だししたつ
ゆ。ツブツブした食感が
楽しいバルサミコタイプ
のエゴマスタード。エゴマ
を使った香り高いラー油
の5種類を詰合せたエゴ
マづくしの調味料です。

健康に気配り、エゴマの調味料セット

エゴマ醤油・すりエゴマドレッシング各120ml、水だしエゴマつゆ150g、エゴマスタード（バ
ルサミコ風味）120g、エゴ麻〜油65g

■賞味期限/製造から1年
■加工地/岩手県　■アレルゲン/

https://www.kurabiyori.jp/ TEL：0120-970-473

※写真はイメージです。

株式会社 浅沼醤油店

秋田県産の米・大豆・
小麦を用いて国の有形
文化財に登録された蔵
の中にある百年を超えた
大きな木樽で天然醸造
した味噌と醤油です。麹
造りからすべて伝承の方
法で手作りした香り高い
調味料です。

いしまご味噌・醤油セット

寒仕込 雪見蔵400gカップ入り、特上石孫味噌400gカップ入り、丸大豆天然醸造醤油 
百寿1リットルペットボトル入り、不二本醸造1リットルペットボトル入り

■賞味期限/寒仕込 雪見蔵・特上石孫味噌：180日、丸大豆天然醸造醤油 
百寿・不二本醸造：365日
■加工地/秋田県　■アレルゲン/

http://ishimago.main.jp/

20B -39 有限会社 石孫本店

TEL：0183-73-2901

※写真はイメージです。

20B - 42
かんたん調理で食卓を
彩る常温ギフト品です。

「奥 州いわいどり」なら
ではの旨みを是非お楽し
みください。

いわいどりの奥州浪漫ST

奥州いわいどりチキンカレー1人前（190ｇ）×1、奥州いわいどり特製おでん1人前（380ｇ）×1、奥州
いわいどりソフトふりかけ30ｇ×2、奥州いわいどり炊き込みご飯の素2〜3人前2合用（170ｇ）×1

■賞味期限/奥州いわいどりチキンカレー・奥州いわいどり炊き込みご飯の素：
1年6ヶ月、奥州いわいどり特製おでん・奥州いわいどりソフトふりかけ：1年
■産地/鶏肉：岩手県　■アレルゲン/

http://www.kk-oyama.co.jp/ TEL：03-6908-1511

※写真はイメージです。

株式会社 オヤマ

20B - 43
岩手を代表するブランド
品、前沢牛・白金豚・三
陸の秋刀魚の3品のそれ
ぞれの個性的な味わい
が充分ご堪能いただける
こだわり抜いたスープと、
コシの強い細打ち麺によ
く絡む今話題のらーめん
3品セットです。

岩手らーめん三昧セット

前沢牛らーめん120ｇ（めん80ｇ、スープ40ｇ）×3、白金豚らーめん118ｇ（めん80ｇ、スープ
38ｇ）×3、秋刀魚らーめん128ｇ（めん80ｇ、スープ48ｇ）×3、漬たまご（しょうゆ）5玉

■賞味期限/前沢牛らーめん・白金豚らーめん・秋刀魚らーめん：6ヶ月、漬たまご
（しょうゆ）：90日
■加工地/岩手県　■アレルゲン/

http://www.oyama-seimen.co.jp/ TEL：0197-47-0434

※写真はイメージです。

株式会社 小山製麺 20B - 44
陸前高田市産ふじを主
体に岩手県産りんごを
使用した100％ストレー
ト果汁のジュース。ゆっく
り丁寧に搾った果汁は
濃厚で甘みが強いのが
特徴です。混濁仕上げ
のためよく振ってお飲み
ください。

岩手県産リンゴ100％ジュース 12本入

リアスアップル100％350ml×12

■賞味期限/1年
■産地/岩手県
■加工地/岩手県　

http://0192-55-2222.jp/

※写真はイメージです。

有限会社 神田葡萄園

TEL：0192-55-2222
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●数量限定品、および天候、メーカーの都合等で第1希望の優待品をお届けできない場合は、第2、3希望の優待品をお届けいたします。万一第3希望の優待品もご希望に沿えない
場合は、事務局よりご連絡いたします。 ●クール便（冷蔵・冷凍）の優待品は一部離島へのお届けはできませんので、お申し込みの際は十分ご注意ください。

●特定原材料アレルギー物質7品目を表記しております。　　 小麦　　 卵　　 乳　　 そば　　 落花生　　 えび　　 かに
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20B - 49
メシマコブ、霊芝、アガリクス
など7種の茸類をバランス良
く配合した百年茶シリーズ
の最高峰。和漢33種もの
原料をバランス良く配合した
味の深みは他の百年茶に
は感じない最高級品の証。
じっくり煮出して濃いめに作
ると百年茶本来の深みを感
じることができます。

百年茶 黒箱

百年茶 黒箱（7.5g×30）

■賞味期限/3年
■産地/中国、日本他
■加工地/岩手県

https://www.hyakunencha.shop/ TEL：0120-2-54321

※写真はイメージです。

株式会社 精茶百年本舗

20B - 48
岩手の自然が育んだ豊か
な実り、岩手オリジナルブ
ランド米の「金色の風」「銀
河のしずく」と、豊かな粘り
と甘みがある「金札米江刺
産ひとめぼれ」を詰め合わ
せました。

岩手県産米ギフト 045KGH30

岩手県産金色の風・岩手県産銀河のしずく・岩手県産金札米江刺産ひとめぼれ（脱気
包装 各450ｇ×2）

■賞味期限/180日
■加工地/岩手県
※新米でのお届けを予定しておりますので、発送時期は10月中旬頃となりま
す。

http://www.junjou.com/ TEL：0120-981-014

※写真はイメージです。

株式会社 純情米いわて 20B -51
熟成・発酵させて作る黒
にんにくは、においを気
にせずに毎日お召し上が
りいただけます。また、生
のにんにくと比較してポ
リフェノールとアミノ酸の
含有量が飛躍的に増加
するので、毎日の元気を
強力にサポートします。

青森県産 ろくのへ黒にんにく

青森県産 六戸黒にんにく Lサイズ6個入り

■賞味期限/3ヶ月
■産地/青森県六戸町
■加工地/青森県

http://www.takeuchiseika.jp TEL：0176-55-2086

※写真はイメージです。

有限会社 竹内青果20B - 47
発酵調味料は麹の酵素
力を存分に発揮させた
調味料で、素材の旨みを
引き出し優しい味に仕上
げます。冷涼な北岩手で
じっくりと発酵させた南
部手作り味噌は長期熟
成の旨み、コクがお口の
中一杯に広がります。

麹屋の発酵調味料詰合せ

麹屋の山葡萄甘酒220ｇ、麹屋の甘麹220ｇ、麹屋の塩麹220ｇ、麹屋の豚丼たれ220
ｇ、麹屋の味噌汁の素220ｇ、二年仕込みみそ850ｇ

■賞味期限/6ヶ月
■加工地/岩手県　■アレルゲン/

http://kojiyamotomiya.com/ TEL：0120-68-5283

※写真はイメージです。

株式会社 麹屋もとみや

20B - 45
北上まきさわ工房のハ
ム・ソーセージは職人が
納得した原材料を使用し、
ドイツの加工技術で仕上
げております。特別な味
ではなく、素朴な美味しさ
を目指しております。

北上まきさわ工房 ソーセージセット

プレーンウィンナー100g、あらびきウィンナー100g、ハーブウィンナー100g、チーズウィン
ナー100g、絹挽きフランク150g

■賞味期限/25日
■加工地/岩手県　■アレルゲン/

http://www.makisawa.jp/

※写真はイメージです。

株式会社 北上まきさわ工房 20B - 46
佐助豚の柔らかい赤身
のモモ肉を食べやすくカッ
トしました。豚肉と相性
ピッタリの味噌と塩麹で
漬け込み、幅広い世代
の方に喜ばれる商品に
仕上げました。フライパン
で簡単に調理でき、佐助
豚の旨みと芳しい香りで
食欲をそそります。

佐助豚のカット味噌漬、塩麹漬

モモカット味噌漬110g（肉100g、味噌10g)5P、モモカット塩麹漬110g（肉100g、塩麹
10g)5P

■賞味期限/180日
■産地/岩手県産
■加工地/岩手県　■アレルゲン/

http://sasukebuta.co.jp

※写真はイメージです。

久慈ファーム 有限会社 20B -50
天然のミネラルウォーターを飲
み、自然豊かな大地でのびの
びと育まれた"白金豚（はっきん
とん）"。きめこまやかな肉質と、
やわらかくしっとりとした舌触
り、脂身の旨さが特徴です。そ
の繊細で上質な肉の美味しさ
を損なわないよう1枚1枚丁寧
にスライスして、しゃぶしゃぶ肉
に仕上げております。

白金豚しゃぶセット

白金豚ロースしゃぶ肉500ｇ、白金豚モモしゃぶ肉500ｇ

■賞味期限/冷凍60日
■加工地/岩手県

http://www.meat.co.jp/ TEL：0198-22-2811

※写真はイメージです。

高源精麦 株式会社

20B -52
たのはたアイスクリームは
田野畑産生乳100％、良
質な生乳だけを使用して
います。バニラ・ごま・江
刺りんご・抹茶・大吟醸の
５種類、バラエティ豊かな
アイスの詰合せです。爽
やかな後味、なめらかな口
溶けをお楽しみください。

たのはたアイスセット（12ヶ入り）

アイスクリーム詰合せ120ml×12（4個×バニラ、各2個×江刺りんご・ごま・抹茶・大吟醸）

■賞味期限/1年
■加工地/岩手県　■アレルゲン/

http://www.tanohatamilk.com/ TEL：0194-34-2080

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

一般社団法人
田野畑村産業開発公社
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20B -57
三風（風土・風味・風景）
とは、岩手の風土で育て、
その風味を生かし風景を感
じるような、そんな思いで作
りました。数あるトマト料理
の中で、最もトマト本来の
味と形を活かし程良い甘み
の蜜煮に仕上げました。料
理の一品、またはデザートと
しても喜ばれています。　

トマトレモン煮

トマトレモン煮1セット 6個入り

■消費期限/冷蔵5日※トマトレモン煮には保存料を一切使用しておりません
ので、必ず冷蔵庫にて保管しお早めにお召し上がりください。
■産地/岩手県産
■加工地/岩手県

http://www.plazainn.jp

・美味しいお召上がり方　一、冷たく冷やしてそのままお召し上が
り頂けます。 二、カップから取り出し、適当な大きさにカットして特
製ドレッシング添えて頂きましてもお楽しみ頂けます。
※写真はイメージです。

プラザイン水沢

20B -59
新鮮な生クリームをたっぷ
り使った「ふわとろ」食感
の「すっきり」「もっちり」
二つのプレミアムと酸味
と旨みがしっかり感じられ
るギリシャヨーグルト。
天然はちみつ、フルーツ
ソースと合わせてお楽し
みください。

プレミアム湯田ヨーグルト詰合せ

プレミアム湯田ヨーグルト プレーン800g、プレミアム湯田ヨーグルト 加糖800g、ga・ra
ギリシャヨーグルト400g、うちのフルーツソース220g、天然はちみつ スティック8g×5

■賞味期限/プレミアム湯田ヨーグルト プレーン・プレミアム湯田ヨーグルト 
加糖：14日、ga・raギリシャヨーグルト：18日、うちのフルーツソース・天然はちみつ 
スティック：180日
■産地/岩手県　■加工地/岩手県　■アレルゲン/

http://www.yudamilk.com/

※写真はイメージです。

株式会社 湯田牛乳公社

20B -58

逸品揃え 前沢牛生ハンバーグ・前沢牛入り焼売詰合せ
http://www.maesawagyuogata.com/ TEL：0197-56-0298

日本一の肉質を誇る前
沢牛を贅沢に100%使
用した自慢のハンバーグ
と、前 沢 牛50%・国 産
豚50%をブレンドした焼
売を詰合せ。前沢牛本
来の濃厚な旨みと風味
をお楽しみください。

前沢牛生ハンバーグ150ｇ×２、前沢牛入り焼売400ｇ（40ｇ×10）

■賞味期限/冷凍1年
■産地/日本
■加工地/前沢牛生ハンバーグ：岩手県、前沢牛入り焼売：青森県
■アレルゲン/

有限会社 前沢牛オガタ

20B -55
お店の味をそのまま全国
へお届けしたいという想
いからトッピングまで全て
セットしたスペシャルパッ
ケージです。

「焼肉・冷麺 ぴょんぴょ
ん舎」自慢の味をどうぞご
家庭でお楽しみください。

盛岡冷麺・ピビン冷麺スペシャル4食詰合せ

盛岡冷麺スペシャル2食セット（麺150g×2、スープ160g×2、キムチ40g×2、殻付ゆで卵
50g×1、甘酢きゅうり30g×1、牛味付肉20g×1、穀物酢5g×2、ごま1g×2）ピビン冷麺ス
ペシャル2食セット（麺130g×2、ソース140g×2、大根漬け40g×2、甘酢きゅうり30g×2、
殻付ゆで卵50g×1、牛味付肉20g×1、穀物酢5g×2、ごま1g×2）

■賞味期限/10日間
■加工地/岩手県　■アレルゲン/

http://www.pyonpyonsya.co.jp/ TEL：0120-47-0473

※写真はイメージです。

株式会社 中原商店

20B -54
第１位！！東京都内近辺
で美味しい冷麺を頂ける
お店。第１位に選ばれた
冷麺ダイニングつるしこ
の盛岡冷麺セット。醤油
の余韻、濃厚かつ淡麗、
後味すっきり塩のキレ、
美味しさ食べくらべギフト
セットです。

つるしこ盛岡冷麺＆うま塩4食ギフトセット

盛岡冷麺（麺140ｇ×2、スープ180ｇ×2、キムチ10g×2、食酢5g×2）、盛岡冷麺うま塩
（麺140ｇ×2、スープ180ｇ×2、キムチ10g×2、食酢5g×2）

■賞味期限/冷凍90日
■加工地/岩手県　■アレルゲン/

http://foodslab.jp TEL：0194-39-1100

※写真はイメージです。

株式会社 ドリームラボ20B -53
岩手が誇るブランド牛・
黒毛和牛の最高峰。前
沢 牛を100％使 用した 

『極・塩ハンバーグ』。極
上な前沢牛の旨みとアル
プス産岩塩、香辛料、野
菜などにこだわり抜いた
絶妙なコラボレーションを
ご堪能ください。

鉄板焼き香月の極・塩ハンバーグ 前沢牛100％ 3個セット

鉄板焼き香月の極・塩ハンバーグ前沢牛100％3個セット（140ｇ×3個）

■賞味期限/製造から1年
■産地/奥州市前沢区
■加工地/岩手県　■アレルゲン/

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

有限会社 トゥレイス

20B -56
アカシア蜜は奥州市胆沢川
流域、トチ蜜は奥州市胆沢ダ
ム山間、百花蜜は奥州市内
近郊で、全ての蜂蜜が地元
奥州市で採蜜しております。
蜂蜜が白く結晶してきましたら
40度位のぬるま湯で、湯煎
していただければ元に戻りま
す。また蜂蜜は1歳未満のお
子様には与えないで下さい。

奥州の蜂蜜B

国産アカシア蜂蜜290ｇ、国産トチ蜂蜜290ｇ、国産百花蜂蜜170ｇ

■賞味期限/2年
■産地/岩手県奥州市　■アレルゲン/

※写真はイメージです。

有限会社 はつがい養蜂場

※写真はイメージです。
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●特定原材料アレルギー物質7品目を表記しております。　　 小麦　　 卵　　 乳　　 そば　　 落花生　　 えび　　 かに
●賞味期限は、製造日より残り日数の目安を表記しております。 ●お酒は未成年者のお申し込みはできません。 ●状況によりお届けが遅れる場合があります。

大
地
の
恵

大
地
の
恵



20B -99「いわての学び希望基金」へのご寄附のご案内

平成23年東日本大震災津波により、岩手県では、親を失った子どもが多数確認されてお
ります。また、被災地では親が仕事を失った子どもたちも多く、厳しい経済状況に置かれ
ています。こうした子どもたちが自らの希望に沿った学校を卒業し、社会人として独り立
ちするまで、息の長い支援を行うことを目的に、県では、平成23年６月に「いわての学び
希望基金」を設置し、全国の皆さまからの善意の寄附を広く募っています。
詳しくは、岩手県ホームページをご覧ください。 https://www.pref.iwate.jp/

いわての学び希望基金とは？

北日本銀行では「いわての学び希望基金」の趣旨に賛同し、今回の株主優待カタログでお選びいただける優待品のひとつとして、
「いわての学び希望基金」への寄附金を設けさせていただきました。優待品商品相当額（3,000円）を寄附させていただきます。

 いわての学び希望基金への寄附のご案内

■寄付のお手続き： 皆様からの寄附金は岩手県に一括して振り込みさせていただきます。
 そのため、個別の領収書等は発行されません。

■寄附金の振込結果については、当行ホームページ（https://www.kitagin.co.jp）にて公表させていただきます。

※基金へのご寄附にご賛同いただいた方は、別の優待品をお選びいただくことはできません。

 令和元年度 いわての学び希望基金奨学金等受給者から寄附者へのメッセージ
専門学校卒業 調理
あの日、すべてを流され、家計が厳しそうで、家族にも負担をかけたくないと思ったので、私は就職を選びました。しかし、担任の先生や家族などに、学校には行った方
がいいと言われ、「いわての学び希望基金」をはじめ、たくさんの方からの支援のおかげで学校に通うことが出来ました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 
専門的な知識だけではなく、仲間とも出会い、楽しい想い出もたくさん作ることが出来ました。今は地元にパン屋がないため、夢とは違う職場で働いていますが、いつか
必ずパン屋に就職し、一人前の職人になろうと思っています。 
今まで支援をして下さり、ほんとうにありがとうございました。次は私が寄付する側になり、少しでも恩返しをしていければと思っています。

４年制大学卒業 金融業 
東日本大震災によって家と親を失い、岩手を離れて以来、この基金の存在が私自身の被災地・岩手との繋がりそのものでした。正直、「普通じゃない」自分にとって被災地
ではない「普通」の場所で暮らすことは精神的にも、経済的にも耐え難い苦痛がありました。しかしこの基金の存在によってこれらの苦痛は和らぎ、学びたい分野を学び
たい先生から学びながら自身の過去と未来について落ちついて考えることが出来ました。震災やこの基金を通じ一人ひとりの幸せは経済状況に大きく依存することを実
感し、この基金のような仕組みやプレゼンスを拡大させる事がこれから必要な事だと考え、私は金融機関で働くことを選択しました。これからもこれら原点を忘れず日々 研
鑽し続け、寄付してくださったような方々が増えるような社会の実現と、自分自身もそのような人間になれるよう精進します。 
最後になりますが、これまでご支援いただいた皆様、事務局の皆様に心より感謝申し上げます。長きにわたる多大なるご支援、本当にありがとうございました。

お引越しでご住所が変更になった株主さまへ

ヤマト運輸 宅急便転居転送サービスのご案内

旧住所に届いた荷物を、新住所に無料で自動転送！

ご利用いただけない主な商品
· 宅急便コレクト　· 往復宅急便　· ゴルフ／スキー／空港宅急便
· オークション宅急便　· クロネコDM便
· その他ご依頼主から転送不要とご指示いただいた荷物

個人情報の取り扱いについて
転居情報（新住所・電話番号）等の詳細は外部に対して開示いたしません。ただ
し、このサービスにお申込みいただいたお客様の旧住所宛に荷物を送られるご依
頼主様に対して、旧住所からお引越しているということをお伝えすることがあります。

サービス開始までの流れ

1 郵便の「転居届」を出されていない方は、郵便局ホームページまたは
窓口にて届出を行ってください。

5 「転居確認書」が当社に到着後、サービス開始となります。

4 お客様は届いた「転居確認書」にご署名・押印の上、ご返送ください。

6 「転居転送サービスご利用開始のご案内」をお受け取りください。

2 ヤマト運輸の「宅急便転居転送サービス」を申し込む（仮申込）
　◦ヤマト運輸ホームページ（http://www.kuronekoyamato.co.jp/）より申込
　◦お近くの直営店に設置の書面により申込
　※この申込だけではサービスが開始されません。

転送
旧住所

新住所

1  申込者について
 原則としてお引越されるご本人がお申込みください。 
ご家族・同居者のみ代理人としてお申込みいただけます。
 本サービスの利用対象は個人のみとし、個人事業主・法人その他の
団体は対象外となります。

2  お申込みの際にご持参いただくもの
 お申込みいただく方の本人確認証、下記のいずれか1点。

書面でのお申込みについて

【本人確認証】

運転免許証、健康保険証、パスポート、
年金手帳、住民票、外国人登録証明書

3 申込内容確認後、郵便局の「転居・転送サービス」を利用して、 
お客様の旧住所に「転居確認書」（往復ハガキ）を送付いたします。

　 なりすまし防止のため、一度旧住所に送付し、新住所へ転送する方法をとらせて
いただいております。

転居確認書のお届け時期
◦すでにお引越されている方
　➡申込日から1週間〜2週間でお届けいたします。
◦これからお引越される方
　➡申込書に記載した引越日から1週間前後でお届けいたします。

旧住所

転居確認書
（往復ハガキ） 転送 転居確認書

（往復ハガキ）

新住所

転居していることを確認します。

掲載写真は大槌町立大槌学
園と陸前高田市立高田小学校
の学校風景です。郷土を愛し、
復興・発展を支える人材を育て
ています。
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よくあるご質問

事務局までご連絡ください。事務局より手続き方法をご案内申しあげます。
なお、優待カタログにつきましては、当行ホームページ（https://www.kitagin.co.jp）にも
掲載しております。

申込ハガキを紛失してしまったのですが？Q1
A ：

期限経過後のお申込みはお受けできません。
期限までに事務局に到着しなかった場合は、「株主優待定期預金ご優待券」を贈呈させて
いただきます。
特産品をご希望の場合は、2020年6月1日（月）までに事務局に到着するようお早めに
ご投函願います。

お申込期限6月1日を過ぎてしまったのですが？Q2
A ：

住所、氏名を記入する必要はございません。
ご優待品は、株主名簿（本年3月末現在）に記載された株主さまご本人のご住所へお届けいた
します。申込ハガキには、緊急時の連絡先電話番号を必ずご記入願います。なお、転居等によ
り住所を変更されている場合は、Q4回答に従いお手続き願います。
（発送まで変更が間に合わない場合がございますので、20頁のご案内にしたがい、ヤマト運輸の
「宅急便転居転送サービス」のお申込みをお願いします。）

申込ハガキに住所、氏名を記入する欄がありませんが？Q3
A ：

ご住所の変更がある場合は、お取引の証券会社で住所変更手続きをお願いいたします。住所
変更の時期によっては、発送先住所に反映されない場合がございますので、念のため事務局に
もご連絡ください。
なお、申込ハガキに住所のご変更や送付先指定の記載をいただきましても、承
れませんので、フリーダイヤルにて事務局にご連絡ください。

住所が変わっているのですが？Q4
A ：

「株主優待定期預金ご優待券」は、株主総会決議通知と同封のうえ、6月下旬にお届けいたし
ます。

「株主優待定期預金ご優待券」が届かないのですが。Q6
A ：

カタログに発送時期を記載した一部の商品を除き、7月中旬から8月中のお届けを予定しており
ます。
8月中に届かない場合は、早急にお調べいたしますので、株主さま控えをご準備のうえ、事務局
までご連絡ください。

特産品が届かないのですが？Q7
A ：

優待品は株主名簿に記載されておりますご登録住所・株主さま宛にご送付いたします。
送付宛先変更・宛先変更はいたしかねます。
（優待品は家族を含め他者への送付はできません。）

優待品を子供や孫に送ってほしいのですが？Q5
A ：

北日本銀行株主優待事務局 　　 0120-707-843  受付時間：月～金（土・日・祝日は除く）9時～17時（日本証券代行株式会社）

送付日時のご指定はお受けできません。
送付時期は、7月中旬から8月中のお届けを予定しておりますので、長期旅行等によりご不在と
なる場合は、事務局までご連絡ください。

特産品の送付日時を指定したいのですが？Q8
A ：
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お問い合わせは  北日本銀行 株主優待事務局 （日本証券代行株式会社）

受付時間：月～金（土・日・祝日は除く）9時～17時0120-707-843

魹ヶ埼灯台（岩手県宮古市）

2020年度版

北日本銀行
株主優待
カタログ

100～9
99株お持ちの株主さま

Bコース


