
株主優待の
ご案内

2022年 3月期

東洋機械金属株式会社

〒674-0091　兵庫県明石市二見町福里523-1

受付時間
10:00～17:00

※但し、土日祝日を除く、2022年9月30日まで

東洋機械金属 株主優待事務局
0120-499-254

株 主 優 待 に 関 す る お 問 い 合 わ せ 先

東洋機械金属株式会社

申込期限

2022 年
8月31日17時
（はがきは同日必着）



インターネット で申し込み ページへ4

ページへ8申込専用はがき で申し込み

　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社では株主の皆様の日頃のご支援に感謝すると
ともに、当社株式への投資魅力を高め、より多くの方に長
期間にわたって、当社株式を保有していただきたいとの思い
から株主優待制度を実施しております。
　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。

田畑 禎章

株主優待のご案内

2022年3月31日現在の株主名簿に記載された、500株
以上保有する株主さまを対象に、保有株式数と継続保有
期間に応じたポイントを贈呈いたします。ポイントに応じた
お好きな商品または寄付をお選びください。

お申込期限

優待品お届け時期

2022年8月31日（水）（ WEB：17時まで ）
（ おはがき：当日必着 ）

※�お申し込み期限（2022年8月31日）以降のお申し込みは無効となります。

※�継続保有期間とは、いずれの時点においても株主名簿に記載された日から基準日
（2022年3月31日）までに同一の株主番号で継続して保有した期間をいいます。
※�証券会社の貸株サービスをご利用の場合、株主番号が変わるため、同一株主
番号での継続保有となりませんのでご注意ください。

株 主 の 皆 様 へ

2022年6月吉日
代表取締役社長
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株主の皆様へ

株主優待のご案内

お申し込み方法（WEB）

お申し込み方法（はがき）

寄付のご案内

優待商品のご案内（1000ポイント）

優待商品のご案内（2000ポイント）

優待商品のご案内（3000ポイント）

優待商品のご案内（4000ポイント）

よくあるご質問

目  次

保有株式数／継続保有期間 ３年未満 3年以上
500株以上

1,000株未満 1,000ポイント 2,000ポイント

1,000株以上 3,000ポイント 4,000ポイント

お申し込み期限 お届け時期

第１回
2022年

6月30日までの
お申込分

2022年
7月下旬頃

お届け

第2回
2022年

7月31日までの
お申込分

2022年
8月下旬頃

お届け

第3回
（最終）

2022年
8月31日までの

お申込分

2022年
9月下旬頃

お届け

株主優待に関するお問合せ先 0120-499-25402 03受付時間　10：00～17：00　（2022年9月30日まで、土日祝を除く）



https://toyo-mm.sr-s.co.jp

お申し込み手順（ＷＥＢ） STEP①：利用登録

株主優待サイトへアクセスいただき、株主優待通知書に記載の
「ユーザIＤ」「パスワード」を入力し「ログイン」ボタンをクリック

「ログイン」
をタップ

ユーザID、パス
ワードの入力画面
が表示されます。

1

2

ログイン

※�株主優待通知書に印刷されている二次元バーコードからアクセスいただくとユー
ザID・パスワードの入力が不要になります。

「ご利用規約」を確認の
うえ、「規約に同意して
登録」のボタンをクリック
します。

ご利用規約に同意

「トップページへ」ボタンを
クリックし、商品のお申し込み
手続きをお願いいたします。

5

よろしければアンケートにも
ご協力ください。

利用登録完了

※ご注意ください ！  
この時点では商品のお申し込みは完了しておりません。
P6～P7の商品申込のお手続きをしていただいて、お申し込みが完了いたします。

〈パソコンから〉

〈スマートフォンから〉

商品のお申し込みについてはＰ６～７をご覧ください。

入力いただいた内容を
確認し、お間違いがなければ
「登録完了へ」ボタンを
クリックします。

登録内容を確認4

①お名前（フリガナ）、電話番
号、メールアドレス、生年月
日、性別をご入力ください。
②ご自身で新しいパスワード
を設定してください。
③パスワードをWEBサイト上
で再発行する際に使用す
るヒント（秘密の質問と回
答）を設定してください。

④上記①～③すべて入力後、
「確認ページへ」ボタンをク
リックします。

3 株主様の情報を入力

①

③

④

②

株主優待に関するお問合せ先 0120-499-25404 05受付時間　10：00～17：00　（2022年9月30日まで、土日祝を除く）



お申し込み手順（ＷＥＢ） STEP②：商品申込

操作方法等ご不明な場合は株主優待事務局までお問い合わせください。

※�商品のお申し込みにはログインが必要です。�
画面に以下の通り株主さまのお名前と保有ポイント数が表示されていれば�
ログインができています

株主優待サイトにログインした状態で、
ご希望のカテゴリ（商品または寄付）を選択1

かごにいれる

商品の詳細画面が表示さ
れますので、内容をご確認
いただき、「かごに入れる」
ボタンをクリックします。

3

〈パソコンの場合〉 〈スマートフォンの場合〉

商品を選択
お選びいただいたカテゴリの商品一覧が表示されますので、ご希望の商品をクリックし
ます。

2

かごの中を確認

希望商品が正しければ「申込手続
きへ」ボタンをクリックします。

4

お届け先を指定

優待基準日時点の株主名簿に記載
の宛先へお送りする場合は、そのまま
「選択したお届け先に送る」ボタンを
クリックします。
＜名簿登録住所以外に送る場合＞
１.「新しいお届け先を追加する」から
お届け先情報を登録
２．希望のお届け先にチェックを入れ、「選択したお届け先に送る」ボタンをクリック。

5

「申込完了」と画面に表示されれ
ば商品のお申し込みが完了してい
ます。

お申し込み期限
2022年8月31日（水）17時

申し込み完了7

申し込み内容確認

選択された商品、指定されたお届け
先をご確認いただき問題がなければ
「申し込む」ボタンをクリックします

※「申し込む」ボタンを押した後
は申込内容のキャンセル、変更
ができませんのでご注意ください

6

〈パソコンの場合〉 〈スマートフォンの場合〉

株主優待に関するお問合せ先 0120-499-25406 07受付時間　10：00～17：00　（2022年9月30日まで、土日祝を除く）
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カブヌシタロウ

株主太郎

000　   0000　東京　

○○区○○１－１－１

カブヌシ　ハナコ

株主　花子

兵庫県明石市二見町
福里５２３－１

▼今後の参考にさせていただきますので、よろしければご記入ください。

上記株主様ご住所以外にお届けの場合は必ずご記入ください。

※

674-0091

0000 000000

40

00 0000 0000

申込専用はがき記入例  ※赤字の部分がご記入例です。

※ご注意
●お申込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。
● �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。

●期限を過ぎたお申し込みは、受付致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症の影響により、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。

お申し込み手順（はがき）

5 申し込み専用はがきに個人情報保護シールを貼付し、
2022年8月31日必着となるようご投函ください。

同封の株主優待通知書に記載の保有株式数と継続保有期間に
応じたポイント数をご確認ください

1

本冊子（10～14ページ）に掲載の商品の中から、お好きな商品
をポイントの範囲内でお選びいただき、通知書下部の申込専
用はがきに商品番号をご記入ください。

2

商品のお届けのために必要となる、株主様の情報をご記入く
ださい。

（「お届け先」欄につきましては、はがきに印字されているご住
所以外へのお届けを希望される際にのみご記入ください）

3

お手数ですが、株主優待通知書の裏面に記載のアンケートに
もご協力を賜り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）

4

株主優待に関するお問合せ先 0120-499-25408 09受付時間　10：00～17：00　（2022年9月30日まで、土日祝を除く）



マルトモ　フリーズドライギフト

6102商品番号 

●��商品：即席みそ汁（なす×2、なめこ・�
ほうれん草各1）、乾燥卵スープ×1、�
海藻のお吸い物×2

●��加工地：日本【小麦・卵】
※�商品情報等が変更になる場合が�
ございます。

寄付について

当社の株主優待では、商品のお受け取りの代わりに当社指定先へ
の寄付をお選びいただけます。1ポイント�=�1円として各寄付先の
団体に寄付いたします。

ユニセフ（UNICEF：国際連合児童基
金）は、すべての子どもたちの命と健やか
な成長のために、現在約190の国と地
域で活動しています。保健、栄養、水と衛生、教育、暴力や搾取
からの保護、HIV/エイズ、緊急支援、アドボカシー（権利擁護）など
の支援活動を行っております。

被災地の復興に向けた海岸防災林等の森林整備
や居住地域周辺の緑化等を実施する「緑の募金」
使途限定募金へ寄付させていただきます。

6198 ユニセフへの寄付1,000円分
6298 ユニセフへの寄付2,000円分
6398 ユニセフへの寄付3,000円分
6498 ユニセフへの寄付4,000円分

6199 緑の募金への寄付1,000円分
6299 緑の募金への寄付2,000円分
6399 緑の募金への寄付3,000円分
6499 緑の募金への寄付4,000円分

●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さまの総額を一括
して「東洋機械金属株式会社（株主寄付口）」として各寄付先の団体に寄
付いたします。株主さまの個人情報を、寄付先の団体に提供することは一
切ございません。

商品番号

商品番号

優待商品のご案内

モロゾフ
ファヤージュ

6101商品番号 

●��商品：12個
●��加工地：日本【小麦・卵・乳】
※�商品情報等が変更になる場合がござ
います。

讃岐・小豆島
素麺紀行

6103商品番号 

●��商品：小豆島そうめん�
250g（50g×5束）、
　讃岐そうめん250g（50g×5束）�
●��加工地：香川県　【小麦】
※�商品情報等が変更になる場合がございます。

有明海産
味付海苔詰合せ「撰」

6104商品番号 

●��商品：（8切24枚）×2
●��加工地：日本（乾海苔/国内産）�
【小麦・エビ】
※�商品情報等が変更になる場合がござ
います。

1,000
ポイント

「ユニセフ」への寄付

「緑の募金」への寄付

11受付時間　10：00～17：00　（2022年9月30日まで、土日祝を除く）株主優待に関するお問合せ先 0120-499-25410



なだ万
プリン詰合せ

6309商品番号 

●��商品：白あんプリン90g・�
黒ごまプリン90g各3、あずきプリン90g×2

●��賞味期間：常温で75日
●��加工地：日本【卵・乳】
※商品情報等が変更になる場合がございます。

揖保乃糸 
手延素麺揖保乃糸 特級品

6207商品番号 

●��商品：550g（50g×11束）�
●��加工地：兵庫県【小麦】
※�商品情報等が変更になる�
場合がございます。

優待商品のご案内優待商品のご案内 3,000
ポイント

2,000
ポイント

アンリ・シャルパンティエ
フィナンシェ・マドレーヌ詰合せ

6205商品番号 

●��商品：フィナンシェ・マドレーヌ各8
●��賞味期間：常温で9日
●��加工地：日本【小麦・卵・乳】�
※�商品情報等が変更になる場合がございます。

伊藤ハム
焼豚・ウインナーセット

6206商品番号 

●��商品：焼豚肩ロース280g・�
熟成ウインナー120g各1

●��賞味期間：冷蔵で25日
●��加工地：日本【小麦・卵・乳】
●��配送形態：冷蔵
※商品情報等が変更になる場合がございます。

新潟県産特別栽培米
こしひかり 2kg

6208商品番号 

●��商品：2kg
●�原産地：新潟県
※�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。
※商品情報等が変更になる場合がございます。

揖保乃糸
手延素麺揖保乃糸 特級品

6312商品番号 

●��商品：900g（50g×18束）
●��加工地：兵庫県【小麦】
※商品情報等が変更になる�
場合がございます。

佐賀牛 焼肉用

6310商品番号 

●��商品：ミックス（モモ・バラ）220g
●��賞味期間：冷凍で25日
●��原産地：佐賀県
●��配送形態：冷凍

紀州南高梅（しそ風味）

6311商品番号 

●��商品：500g（塩分約10%）
●�加工地：和歌山県（梅/和歌山県産）

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

株主優待に関するお問合せ先 0120-499-25412 13受付時間　10：00～17：00　（2022年9月30日まで、土日祝を除く）



優待商品のご案内

神戸ビーフ すき焼用

6413商品番号 

●��商品：ミックス(モモ・バラ)250ｇ
●�賞味期間：冷凍で85日
●�原産地：兵庫県
●�配送形態：冷凍

揖保乃糸
手延素麺揖保乃糸 特級品

6415商品番号 

●��商品：1.2kg（50g×24束）�
●��加工地：兵庫県【小麦】
※商品情報等が変更になる場合がございます。
※麺2段入りです。

4,000
ポイント

伊藤ハム
ハム詰合せ

6416商品番号 

●��商品：ロースハム380g・�
焼豚肩ロース280g・熟成ウインナー120g各1

●��賞味期間：冷蔵で25日
●��加工地：日本【小麦・卵・乳】
●��配送形態：冷蔵
※商品情報等が変更になる場合がございます。

Q

株主様毎の株主優待となりますので、合わせてお使いいただく
ことはできません

家族のポイントと合わせて使えますか？

Q

かかりません。

送料はかかりますか？

Q

6月30日までにお申し込み�➡�7月下旬頃お届け
7月31日までのお申し込み�➡�8月下旬頃お届け
8月31日までのお申し込み�➡�9月下旬頃お届け

優待品はいつ届きますか？

Q

日時指定、およびお届け時期の指定は承っておりません。

配送日時指定はできますか？

Q

お申し込みの際、お届け先のご指定欄に転居先の住所をご記入くだ
さい。ご記入いただいた住所へお届けいたします。
また、株主名簿の登録住所変更につきましては、お取引いただいて
いる証券会社にてお手続きください。

転居したのですが、優待品の受け取りは
どうすれば良いですか？

Q

可能です。お届け先のご指定欄にご希望のお届け先をご記入
ください。

株主以外に優待品を送ることはできますか？

Q

ポイントの繰り越しはできませんので、今回進呈したポイントは
2022年8月31日までにご使用ください。

ポイントの繰り越しは可能ですか？

Q

毎年3月31日を基準に、同一株主番号で継続して株主名簿に記
録されている期間です。
全株式の売却や、貸株サービスのご利用等により株主番号が変更
になった場合、継続性が途切れますのでご注意ください。

保有期間とは何ですか？

よくあるご質問

山田養蜂場
国産蜂蜜3本セット

6414商品番号 

●��商品：里山の百花蜂蜜120g×2、�
里山のとち蜂蜜120g×1�

●��加工地：日本（国内産）
※商品情報等が変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

株主優待に関するお問合せ先 0120-499-25414 15受付時間　10：00～17：00　（2022年9月30日まで、土日祝を除く）
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