
株式会社十六フィナンシャルグループ
グループ管理統括部　冬の株主優待係

0120-300-716TEL.
受付時間／ 9：00 ～ 17：00（土日祝日を除く）

お問い合わせ

冬の株主優待
選べる名産品カタログ

2021
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拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
　平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
　私どもは、１０月１日、株式会社十六フィナンシャル
グループを発足いたしました。
　こうして十六フィナンシャルグループを発足できました
のも、株主の皆さまのご支援とご厚情の賜物と厚く御礼
申しあげます。
　さて、弊社では、株主さまの日頃のご支援・ご愛顧に
お応えするため、毎年９月３０日現在で５００株以上を
お持ちいただいております株主さまに冬の株主優待を実
施しております。
　この冬の株主優待につきましては、昨年に引き続き、
地元の食の名産品のほか物産品の逸品、防災用品、寄付
をご用意いたしましたので、お好みの優待品をお選びい
ただけましたら幸いでございます。また、寄付をお選び
いただきますと、弊社が株主さまに代わりまして各団体
へ寄付させていただきます。
　今後とも株主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。
　株主の皆さまにおかれましては、「人と、地域と、未来
をむすぶ 十六フィナンシャルグループ」にご期待いただ
くとともに、今後とも一層のご支援を賜りますよう、よ
ろしくお願い申しあげます。

敬具

株主の皆さまへ

代表取締役社長池田 直樹
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賞味期限
加工地

製造日より常温で 120 日
愛知県一宮市

きしめん・味噌煮込み

《なごやきしめん亭》

3

卵7大アレルゲン 乳 小麦 そば 落花生 えび かに

愛知県の調味料にこだわった、ご当地麺の詰合せです。も
ちもちした食感の半生麺を使用し、たまりしょうゆで仕込ん
だ麺つゆ、八丁味噌で仕込んだ味みそを組み合わせました。

●イメージ

賞味期限
加工地

製造日より常温で 365 日
愛知県海部郡

手羽煮詰合せ

《さんわコーポレーション》

2

卵7大アレルゲン 乳 小麦 そば 落花生 えび かに

ほろりと箸でほぐれる程柔らかくなるまで煮込んだ国産若
鶏の手羽先です。独自の２段釜製法で時間をかけてじっく
りと煮込み、鶏本来の旨味をギュッと閉じ込めました。

●若鶏手羽煮醤油味 4 本×６袋

●イメージ

賞味期限
加工地

製造日より常温で 60 日
岐阜県羽島市

新米 岐阜県産ハツシモ

《ヨコチュー》

1

卵7大アレルゲン 乳 小麦 そば 落花生 えび かに

岐阜県産ハツシモは「初霜」と書くように初めて霜が降りる頃に収穫
されることから「ハツシモ」と呼ばれるようになりました。岐阜県の
平野部でしか収穫されない貴重な新米をお楽しみください。

●岐阜県産ハツシモ 3 ㎏×2 袋

●イメージ

●半生きしめん（たまりしょうゆ仕込み
めんつゆ付）2 食入×３袋
●半生みそ煮込みうどん（八丁味噌使用）
2 食入×３袋

賞味期限
加工地

製造日より常温で、・スパゲッティ 3年・パスタソース 365日
愛知県名古屋市

ヨコイのソース（創業の味）セット（12食分）

《スパゲッティヨコイ》

4

卵7大アレルゲン 乳 小麦 そば 落花生 えび かに

「名古屋めし」として半世紀以上、東海圏を中心に
愛され続けてきた『スパゲッティハウスヨコイ』の
元祖あんかけスパゲッティ。

●ヨコイスパゲッティ 450ｇ×3 袋
●ヨコイソース創業の味　4人用（2人用×2）×3 箱

●イメージ

配送方法 常温 ヤマト便

配送方法 常温 ヤマト便

配送方法 常温 ヤマト便

配送方法 常温 ヤマト便

※配達日の指定はできません。
※商品の発送は２月以降となります。
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賞味期限
加工地

製造日より冷蔵で、・明方ハム 90 日・ボロニアソーセージ 60 日
岐阜県郡上市

明方ハム

《めぐみの農業協同組合》

5

卵7大アレルゲン 乳 小麦 そば 落花生 えび かに

新鮮な国産豚肉のみを使い、軟骨・スジなどの不純
物を手作業で丁寧に取り除き、必要最低限の調味料
や添加物で作りあげるこだわりのハムです。

●明方ハムレギュラー 400g×2 本
●ボロニアソーセージ 210g×1 本

●イメージ

賞味期限
加工地

製造日より常温で 365 日
岐阜県高山市

ステーキハウスキッチン飛騨3種カレーセット

《飛騨ハム》

7

卵7大アレルゲン 乳 小麦 そば 落花生 えび かに

飛騨牛を使用したスパイシーで香り豊かなビーフカ
レー、飛騨豚を使用したまろやかな味わいのポークカ
レー、4種の野菜に大豆を加えたボリューム感ある野菜カレーの詰合せです。

●飛騨牛使用ビーフカレー 200ｇ×2 箱
●飛騨豚使用ポークカレー 200ｇ×2 箱
●動物性原料不使用野菜カレー 200ｇ×2 箱

●イメージ

配送方法 常温 ヤマト便配送方法 冷蔵ヤマトクール便

配送方法 冷凍ヤマトクール便 配送方法 冷凍ヤマトクール便

賞味期限
加工地

製造日より冷凍で１８０日
岐阜県下呂市

萩屋ケイちゃんセット

《萩原チキンセンター》

6

卵7大アレルゲン 乳 小麦 そば 落花生 えび かに

岐阜県の郷土料理である、ケイちゃんは、春からは
焼いて、冬は鍋で、手軽に調理ができ、おかず、おつ
まみ、お土産にと、ご愛用されています。

●萩屋ケイちゃんみそ味 230ｇ×2 袋　
●萩屋ケイちゃんしょうゆ味230ｇ×2袋
●セセリ八丁味噌 180ｇ×2 袋　
●親鶏味付 180ｇ×2 袋

●イメージ

賞味期限
加工地

製造日より冷凍で 365 日
岐阜県大垣市

飛騨牛入りコロッケセット

《吉田ハム》

8

卵7大アレルゲン 乳 小麦 そば 落花生 えび かに

飛騨牛をポテトで包んだ「飛騨牛ぽてと」、肉じゃが
をコロッケにした「飛騨牛肉じゃがコロッケ」、ジューシーな飛騨牛ミンチを使用
した「飛騨牛入りメンチかつ」とボリュームたっぷりのオリジナルセットです。

●飛騨牛ぽてと 50g×10 個
●飛騨牛肉じゃがコロッケ 45g×12 個
●飛騨牛入りメンチかつ 60g×12 個

●イメージ
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配送方法 常温 ヤマト便 配送方法 常温 ヤマト便

配送方法 常温 ヤマト便配送方法 冷蔵ヤマトクール便

10

11

12

賞味期限
加工地

製造日より常温で 45 日
岐阜県恵那市

プティボワ

《銀の森コーポレーション》

9

卵7大アレルゲン 乳 小麦 そば 落花生 えび かに

国産のどんぐり粉を使い、森で採れる食材にこだわりました。上品な
甘みと軽やかな歯触り、繊細な味わいに仕立てたクッキーをオリジナ
ル缶に詰め合わせました。

●イメージ

賞味期限
加工地

製造日より冷蔵で 14 日
岐阜県美濃市

ひるがのミルクプリン・ヨーグルト

《美濃酪農農業協同組合連合会》

長良川河畔のひるがの北濃牛乳工場で
作った「ミルクプリン」と「ヨーグルト」
を詰め合わせました。

●ひるがのミルクプリン 130g×12 個
●ひるがのヨーグルト 130g×12 個

賞味期限 製造日より
常温で 7 年

７年保存非常食セット

《亀忠》

7年間保存できる非常食セットです。1名×3日分（9食分）の食料がコン
パクトなパッケージになっております。
化粧箱は持ち手付ですので、持ち運びにも便利です。

17 品目：スペルトクッキー、ノワノワール、ポピーシード
サブレ、くま笹のサブレ、サンショ、アメール、パレ、カフェ
グラン、グラン、サンザシ、クロッカンナッツ（カシューナッ
ツ）、クロッカンナッツ（アーモンド）、クロッカンナッツ
（ヘーゼルナッツ）、クロッカンナッツ（ピスタチオ）、クロッ
キニョル、パレ（レーズン）、メレンゲフランボワーズ

※配達日の指定はできません。
※商品の発送は２月以降となります。

卵7大アレルゲン 乳 小麦 そば 落花生 えび かに

●イメージ

卵7大アレルゲン 乳 小麦 そば 落花生 えび かに

賞味期限
加工地

製造日より常温で５年６か月
岐阜県関市

高賀の森水　５年保存水

《奥長良川名水》

５年後も安心して飲んで頂けるように無菌充填設備によりペットボトル内
に残る空気まで殺菌した 5年保存水です。衛生的に飲んで頂けるように簡
易コップを同梱しております。

●５年保存水２L×１２本

卵7大アレルゲン 乳 小麦 そば 落花生 えび かに

●ライスるん（白米40ｇ、野菜きのこ40ｇ、五目がゆ40ｇ）各１●レスキュー
ライス（わかめ御飯100ｇ、ピラフ100ｇ、ドライカレー100ｇ）各1●バラン
ススティック7年保存（セサミエスプレッソ60ｇ、スイートストロベリー60ｇ、
マーマレードチーズ60ｇ）各１●黒部7年保存水500ｍｌ×2本

8Winter 2021Winter 20217



「緑の募金」では、寄せられた寄付金を「森林の整備」、「緑化の推進」、「森
林の整備又は緑化の推進に係る国際協力」などの事業に活用しております。

●イメージ

関に継承された伝統の名刀です。切れ味と品質へのこだわり、
そして日常での使いやすさを極めた逸品で、その中で人気な
「わかたけ」の三徳包丁とペティナイフのセットです。

●イメージ

岐阜県では、ＳＤＧｓの達成に向けた普及啓発活動を通じて、県民の皆様が
持続可能な社会づくりに積極的に関わっていく機運の醸成に取り組みます。

●イメージ

特許糸「スーパーゼロ」を使用した「エアーかおる」は吸水率約60％UP、乾
く速さが 2 倍、風合いの持続力が高い、日本製、オーガニックコットン使用
のタオルです。

●イメージ

《浅野撚糸》
オーガニックフェイスタオル
●フェイスタオル 34 ㎝×85 ㎝
　×2 枚

こちらを選択されますと、株主さまに代わり弊
社が 3,000 円を岐阜県緑化推進委員会へ寄付い
たします。なお、本優待における寄付領収書の
発行はいたしかねますので、ご了承ください。

16 岐阜県緑化推進委員会（緑の募金）公益社団法人

寄付

こちらを選択されますと、株主さまに代わり弊
社が 3,000 円を「岐阜県による SDGs の推進」へ
寄付いたします。なお、本優待における寄付領収
書の発行はいたしかねますので、ご了承ください。

寄付

岐阜県（オール岐阜によるSDGsの推進）15
加工地 岐阜県安八郡

エアーかおるセット13

※商品の発送は３月以降となります。
※配達日の指定はできません。

《貝印》
関孫六わかたけ
●三徳包丁 (165mm)×１本
●ペティナイフ (120mm)×１本

加工地 岐阜県関市

関孫六わかたけ包丁セット14

※商品の発送は２月以降となります。
※配達日の指定はできません。

配送方法 常温 ヤマト便

配送方法 常温 ヤマト便

「SDGs 未来都市」
岐阜県
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お申込み期限 配達日指定のご希望有無により期限が異なります。

●配達日は、出荷元の都合によりご希望に添えない場合もございます。
　その際は、弊社よりご連絡いたします。
●お申込み番号 4.9.13.14番の商品は、配達日の指定ができません。
●個人情報について
　お預かりいたしました個人情報は「 2021年冬の株主優待」以外の
　目的には一切使用いたしません。

《配達日指定について》

3 ページ以降記載の「名産品」等の中から、ご希望の優待品を
お選びください。
●優待品を他者へ譲渡することはできません。

《お申し込み方法》

《冬の株主優待制度とは》

選ぶ

同封の「冬の株主優待申込書」に必要事項をご記入ください。
詳しくは、右記の配達パターンをご参照のうえ、13 ～ 14 ペー
ジの「お申込書のご記入方法」をご覧ください。

ご記入

株主さま控えを切取り、ご住所等記載面に保護シールを貼り、
「冬の株主優待申込書」をご投函ください。ご投函の際に切手
は不要です。

投函

優待品のお届け先は、株主名簿に登録されているご住所、ある
いはご指定の郵送先住所となります。なお、その他のご住所へ
の送付をご希望される方は申込書の余白に新たな送付先の郵便
番号、ご住所をご記入ください。

お届け

配達日指定希望あり

●配達日指定ご希望のある場合の期限：2021 年12月21日（火）当日消印有効
●配達日指定ご希望のない場合の期限：2022 年 1 月 31日（月）当日消印有効

12/21（火）
（当日消印有効）

配達日指定希望なし

1/31（月）
（当日消印有効）

2021年 2022年

1

2

3

4

2021年9月30日を基準日とし 500 株以上をお持ちいただいてい
る株主さまに、地元の名産品等の中から、ご選択いただいた一品
を贈呈、もしくは寄付いたします。

お申込み期限を必ず
ご確認ください。

配達日指定のご希望

●お届け希望時間は、みなさまにご指定いただけます。
●配達日指定欄にご記入がない方は、受付次第 1/15
以降順次配達いたします。
●一部商品につきましては、配達時期が 2 月、3 月
となるものがございます。

本申込書到着日以降

12/21までに
お申込書をポストに
投函してください。

本申込書到着日以降

1/31までに
お申込書をポストに
投函してください。

1/15～31の間で
配達日指定が
できます。

受付次第
1/15以降順次
配達いたします。

ご希望あり ご希望なし

株式会社十六フィナンシャルグループ
グループ管理統括部　冬の株主優待係

0120-300-716TEL.
受付時間／ 9：00 ～ 17：00（土日祝日を除く）

お問い合わせ
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「冬の株主優待　選べる名産品カタログ 2021」より
お選びいただき、番号・優待品をご記入ください。

2021

2022

水

お申込期限：2022年１月31日（月）当日消印有効
株式会社十六フィナンシャルグループ　グループ管理統括部　冬の株主優待係●配達日指定をご希望される場合は、2021年12月21日がお申込み期限

となります。
●配達日は、出荷元の都合によりご希望に添えない場合もございます。
その際は、弊社よりご連絡いたします。
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