
株主の皆様へ

代表取締役社長

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。　

さて、当社では本年も、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力をさらに高め、

より多くの株主の皆様に長期間、当社株式を保有していただくことを目的に株主優待を実施いたします。

今回も、地元岡山県の特産品や自社商品等をご用意させていただきました。

株主優待を通じて株主様の当社に関するご理解を深めていただければ幸いです。

今後とも社業の発展に努めて参りますので、一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2021年1月吉日

※当該株主優待制度開始時点における「継続保有期間3年以上」につきましては、2017年10月31日から、2020年10月31日現在まで当社株式を継続保有（10月31日および4月

30日の当社株主名簿に、同一株主番号で、7回以上連続で記載または記録）された株主様といたします。

1,000円相当

3,000円相当

100株以上1,000株未満

1,000株以上

2,000円相当

6,000円相当

2020年10月31日現在の株主名簿に記載または記録された、100株以上保有する株主様を対象に、保有株式数と継続

保有期間に応じた優待額を贈呈いたします。優待額の範囲内でお好きな商品または寄付をお選びください。

株主優待のご案内

お申し込み方法

お問合せ先

萩原工業株式会社 株主優待事務局

0120-426-362
受付時間 9：00～17：30
（但し、土日祝日、年末年始を除く）

086-440-0860
株主優待に関するお問合せ先

萩原工業株式会社
企業に関するお問合せ先

（但し、土日祝日を除く、2021年3月31日まで）
10：00～17：00受付時間

3年未満保有株式数/継続保有期間※ 3年以上

商品・寄付の詳細につきましては、裏面をご覧ください

1回目

2回目

2021年2月28日必着

2021年3月上旬頃
2021年2月下旬頃
（1月31日までのはがき到着分）

（2月15日までのはがき到着分）

（2月28日までのはがき到着分）
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同封の株主優待通知書に記載の保有株式数/継続保有期間に応じた優待額をご確認ください。

裏面の株主優待商品カタログより、株主様の優待額の範囲内でお好きな商品をお選びいただき、
申込専用はがきに「ご希望の商品番号」「数量」「優待額」をご記入ください。（寄付をお選びいただくこともできます）

商品お届けのために必要となる、株主様の情報、お届け先情報をご記入ください。　

お手数ですが、株主優待通知書裏面のアンケートにもご回答いただきますようお願い申し上げます。
（今後の経営、株主優待の参考とさせていただきます）

申込専用はがきに個人情報保護シールを貼付し、2021年2月28日必着となるようご投函ください。

● 領収証等の送付はいたしません。
●「寄付」は個人名では行いません。お申し出いただいた株主様の総額を一括して「萩原工業株式会社（株主寄付口）」として
「各寄付先の団体」に寄付いたします。株主様の個人情報を、寄付先の団体に提供することは一切ございません。

寄付につきまして

※赤字の部分が記入例です
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3回目 2021年3月下旬頃

当社の株主優待では、商品以外にも「公益財団法人大原美術館」
「NPO団体 AMDA」「日本赤十字社」への寄付をお選びいただけます。

● お申し込み後の取り消し及び変更はできません。
● 商品のお届け日時指定・のし指定はできません。
● 配送業者の指定はできません。
● 冷蔵、冷凍の商品については一部地域にはお届けできません。その場合、こちらからご連絡させていただきます。
● お預かりしました個人情報は、株主優待及び当社IR関連のご案内以外の目的には一切使用いたしません。
● お申込期限を過ぎた際は、受付いたしかねますのでご了承ください。
● 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、カタログ掲載の商品に変更や配送の遅れが生じる場合があります。

ご注意

>>

>>

>>

商品お届け時期

お申込期限

2020年10月31日現在、当社株式を100株以上
保有する株主様に商品または寄付をお選び

いただけるオリジナルカタログを贈呈いたします。

申込専用はがき 記入例

>>

株主優待
の ご案内

2020年度

必着2月28日2021年申込期限



1,000円相当1,000円相当
商品番号 1501 商品番号 1502 商品番号 1503

3,000円相当3,000円相当
商品番号 3501 商品番号 3502 商品番号 3503

6,000円相当6,000円相当
商品番号 4501 商品番号 4502 商品番号 4503

2,000円相当2,000円相当
商品番号 2501 商品番号 2502 商品番号 2503

・商品：幅0 . 7 cm×長さ7m　3巻、幅
1.5cm×長さ7m　6巻、幅1.5cm×長さ
5m　2巻
・株主優待オリジナルセット
・材質：基材/和紙、粘着剤/アクリル系
※アソートです。

mt マスキングテープ
11巻きセット

・1.8m×1.8m　1枚
・材質：ポリエチレン
・風景と心に「和み」を添える春の装いに衣
替え

和みシート（２畳）さくらいろ
・提携店舗、全国約57,000店のお店でご利
用いただけるプリペイドカード
・利用店舗：提携のコンビニエンスストア、
書店、ファミリーレストラン、ガソリンス
タンド、ドラッグストアなど。

ＱＵＯカード

新展示施設開館への寄付
（第三創業基金への寄付）

大原美術館は、日本初の西洋絵画の美術館と
して、1930年倉敷の地に誕生。
2022年に向け「古代エジプト・西アジア美術
品の保存・展示施設」の開館を目指します。

1口1,000円相当分の各施設、
各団体への寄付金とさせていただきます。

特定非営利活動法人
AMDAへの寄付
1984年岡山で設立の国連経済社会理事会「総合協議資
格」を持つ認定NPO団体。相互扶助精神の下、32支部59ヶ
国221件の活動を実施（2020年8月現在）。国内外の災害
に対する緊急救援や、中長期の支援活動を行っています。

日本赤十字社への寄付

「苦しんでいる人を救いたい」という思いを胸に、192
の国と地域のネットワークを活かし、コロナ禍において
も「人々のいのちと健康を守る」ため「災害救護活動」
等、日々皆さまの身近で活動しています。

株主優待商品カタログ

寄付1,000円相当
商品番号 1505 商品番号 1506商品番号 1504

岡
山 岡山県の特産品 自社製品

金額の範囲内でお好みの商品を
複数選択していただくことも可能です。
（例：3,000円相当商品が選択可能な場合、
        1,000円相当商品×3個も選択可）

・商品：清水白桃50g・シャインマスカット
50g・桑の実50g・桃太郎トマト50g・デコ
ポン50g・キウイフルーツ50g・あまおう
50g・ラ フランス50g・石垣パイン50g各1
・加工地：岡山県

FRUITS-J
国産果実のミニジャム
詰め合わせ 9個 ・和みシート（６畳）さくらいろ　１枚

　２．７ｍ×３．６ｍ
　材質：ポリエチレン
・風景と心に「和み」を添える春の装いに衣替え
・オリジナル養生テープ　３巻
　材質：ポリエチレンクロス、アクリル系粘着剤
　テープ柄：桃太郎絵巻、倉敷美観地区、岡山後楽園

自社製品詰め合わせ
４点セット

・商品：300g
・賞味期間：要冷凍で55日間
・加工地：福岡県
  （スケトウダラの卵/アメリカ・ロシア産）【小麦】
・配送形態：冷凍

博多ふくいちの辛子明太子

岡
山

岡
山

岡
山

岡
山

千屋牛  すき焼用
・和みシート（６畳）さくらいろ　１枚
・オリジナルシートバッグ　２個
　サイズ：タテ 約28cm　ヨコ 約37cm
　材質：ポリエチレン
　カラー：ブルー、黒
・当社の製造工程でロスになるブルーシートを再利用
※ロスを再利用しておりますが、使用上の問題はございません。

自社製品詰め合わせ
３点セット

・商品：５ｋｇ（２．５ｋｇ×２）
・原産地：新潟県南魚沼市
※シーズン途中でパッケージ等が変更になる場合がございます。
※天候不順等により、やむを得ず産地の変更やご注文の受付中
止、商品の変更をさせていただく場合がございます。

南魚沼産こしひかり

・商品：白桃90ml・苺90ml・ピオーネ90ml
  メロン90ml・マルベリー90ml各1
・加工地：岡山県【乳】
・配送形態：冷凍

岡山県産フルーツジェラート
5種セット

・和みシート（２畳）さくらいろ　１枚
・オリジナル養生テープ　３巻
材質：ポリエチレンクロス、アクリル系粘着剤
テープ柄：桃太郎絵巻、倉敷美観地区、岡
山後楽園

自社製品詰め合わせ
4点セット はちみつ梅干（塩分約6%）

・商品：３００ｇ（塩分約６%）
・賞味期間：常温で８５日間
・加工地：和歌山県（梅 /和歌山県産）

・商品：バラ300g
・原産地：岡山県
・配送形態：冷凍

新展示施設外観イメージ
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