
14131211

10

15

6 7 98

2 31 54

1万2千ポイント

レインフォレスト認証
ラ・パウザ ドリップトップコーヒー

ラ・パウザではレインフォレスト・アライア
ンス認証を取得したコーヒー豆を提供し
ております。ご家庭でお楽しみいただけ
るよう、ドリップトップでお届けします。

レインフォレスト・アライアンス 認証
アラビカ種100%　DTブラジルRA 8g粉×16P
賞味期限：12か月
ポスト投函でのお届けです。

2千ポイント

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

宮のたれ200ｇボトル
6本入り

冷蔵

ステーキ・ハンバーグレストラン「ス
テーキ宮」で大人気の「宮のたれ」。
国産の原材料を、非加熱で2週間
以上熟成させた“生たれ”です。

200ｇボトル×6本
賞味期限：冷蔵にて60日

3千5百ポイント

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

国士無双
北海道6本セット

北海道産米を使用し、北海道の屋根
「大雪山」の伏流水で醸したお酒。国士
無双で有名な旭川市の髙砂酒造さん
と居酒屋北海道のコラボ商品です。
国士無双300ml×6本

5千ポイント

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

かっぱ寿司とにぎりの徳兵衛
お茶詰め合わせ

コロワイドグループのお寿司
業態【かっぱ寿司】と【にぎりの
徳兵衛】のお茶を詰め合わせま
した。

粉末煎茶入り玄米　30g×4P
健康四番茶玄米入り　70g×3P
賞味期限：粉末煎茶入り玄米：270日、
健康四番茶：180日
ポスト投函でのお届けです。

3千ポイント

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

ポスト
投函

ポスト
投函

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

工場直送！バンノウ水産
鮪切落し・ネギトロ詰合せ

解凍するだけで手軽に海鮮丼
やお刺身に。濃厚なネギトロ、
しっとりもっちりな切落しをお
楽しみ下さい。
ネギトロ100g×4P
上バチマグロ切落し300g×1P
ビンチョウマグロ切落し300g×1P
賞味期限：発送日より冷凍にて14日

6千ポイント

常温

大戸屋の特選米と
発芽玄米のセット

大戸屋の特選米と栄養豊富な
発芽米【金のいぶき】をお好み
の配合でお召し上がり下さい。

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

6千ポイント

冷凍
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

6千ポイント

大戸屋特選米　国産2㎏×2袋
発芽米金のいぶき　1kg×1袋
賞味期限：発芽米金のいぶき：9か月

北海道産ゆめの大地豚
焼肉・しゃぶしゃぶ肉セット

北海道産【ゆめの大地豚】の焼
肉としゃぶしゃぶ肉のセット
【1.2kg】をご用意しました。

9千ポイント

工場直送！バンノウ水産
厳選南鮪づくし

贅沢に南鮪の旨味を味わい尽
くす！大トロ・中トロ・赤身各部
位を余すところなくお届けいた
します。

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

1万ポイント

冷凍 冷凍

工場直送！バンノウ水産
三陸産銀鮭寒風干し

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
冷凍

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

1万ポイント

南鮪大トロサク　約150g×1P
南鮪中トロサク　約200g×2P
南鮪切落し       100g×1P
賞味期限：発送日より冷凍にて10日

国産黒毛和牛
サーロインステーキ

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
冷凍

丹精込めて育てられた味わい深
く、風味豊かな良質の黒毛和牛
をご堪能下さい。

三陸の自然豊かな海で育った『銀
鮭』を、自社工場でじっくりと寒風
干しで仕上げました。凝縮された
旨みを是非ご賞味下さい。
銀鮭姿　1尾
賞味期限：発送日より冷凍にて45日

国産  黒毛和牛サーロイン
約270g×2枚
賞味期限：冷凍にて30日

シルスマリア
生チョコ3種のセット

公園通りの石畳 シルスミルク20粒　1箱
シルスビター20粒　1箱
スノーベリー20粒　1箱
賞味期限：冷蔵にて約3週間

生チョコ発祥の店「シルスマリ
ア」。人気の生チョコ３種類（シル
スミルク、シルスビター、スノー
ベリー）を詰合せました。

冷蔵
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

5千ポイント

横浜中華街
名物中華まんとお惣菜セット

ブタまん　250g×2P
クルミ入り黒ゴマあんまん　210ｇ×2P
海老チリ　200g
麻婆茄子　200g
賞味期限：冷凍30日

横浜中華街で有名な江戸清のジャンボ
ブタまんとクルミ入り黒ゴマあんまん、
秘伝のレシピでつくりあげた中華総菜
２種を詰め合わせました。横浜中華街
人気の味わいをお楽しみ下さい。

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

5千ポイント

【焼肉（4mmスライス）】
バラ・ロース・肩ロース各200g
【しゃぶしゃぶ（1.5mmスライス）】
バラ・ロース・肩ロース各200g
賞味期限：製造日含め179日

常温 冷凍

冷凍

黒毛和牛肩ローススライス
（しゃぶしゃぶ用）

黒毛和牛のしゃぶしゃぶ向けス
ライス肉です。きめが細かく柔
らかい部位を厳選いたしました。

8千ポイント

冷凍
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

国産  黒毛和牛肩ロース　500ｇ
賞味期限：冷凍にて45日（冷蔵解凍後：
解凍日を含め２日）

たらこ・辛子明太子・
昆布辛子明太子詰合せ
（無着色）

たらこ・辛子明太子に北海道産
きざみ昆布を使用した昆布辛
子明太子を追加したバラエティ
パックです。

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

6千ポイント

冷凍

無着色たらこ120g×2P、無着色辛子明太子
120g×2P、無着色昆布辛子明太子120g×2P
賞味期限：発送日より冷凍にて60日

大戸屋人気の
お惣菜3種セット

大戸屋人気のお惣菜、鶏と野菜
の黒酢あん・豚と野菜の黒酢あ
ん・大戸屋特製さば味噌煮をご
家庭でもお楽しみいただけます。
鶏と野菜の黒酢あん160g×2P
豚と野菜の黒酢あん160g×2P
大戸屋特製さば味噌煮200g×4P
賞味期限：鶏と野菜の黒酢あん：冷凍
365日、豚と野菜の黒酢あん：冷凍365
日、大戸屋特製さば味噌煮：冷凍180日

2 3 4
北海道産ゆめの大地豚工場直送！バンノウ水産 工場直送！バンノウ水産産牛 黒毛黒

株主様ご優待商品申込書株主様ご優待商品申込書
本当に美味しいものを全国から厳選いたしました。

株主様ご優待ポイントでお申込みいただけます。是非、お試し下さい。
本当に美味しいものを全国から厳選いたしました。

株主様ご優待ポイントでお申込みいただけます。是非、お試し下さい。
本当に美味しいものを全国から厳選いたしました。

株主様ご優待ポイントでお申込みいただけます。是非、お試し下さい。

申込期間 2022年1月～6月末日

Stockholder preferential

treatment commodity
KAPPA-CREATE

2022.1~6

KAPPA-CREATE CO.,LTD.

レインフォ
アラビカ種
賞味期限
ポスト投

200ｇボトル×6本
賞味期限：冷蔵にて60日

粉末煎茶入り玄米　30g×4P粉
健康四番茶玄米入り　70g×3P健

限：粉末煎茶入り玄米：270日、
番茶：180日
函でのお届けです。

公園通りの石畳 シルスミルク20粒公 1箱箱
シルスビターシ 20粒　1箱
スノーベリース 20粒　1箱
賞味期限：賞 冷蔵にて約3週間

2P 賞
賞味期限賞
健康四番健
ポスト投函ポ

KAPAPPA-CREEATE CO.,LTD.
＊本商品は、天候その他やむをえない事情で変更またはお取り扱いを終了する場合がございます。



＊本掲載商品は、上記期間のみのお取り扱いとさせていただきます。

＊ポイントの有効期限の1か月前までにお送り下さい。

ご優待に関するお問い合わせ
株主様ご優待ポイントサービスセンター

【ご注文方法】

＊現金でのお申込みはできません。所持ポイントをご確認の上、お申込み下さい。
＊株主様ご優待カードは同封しないで下さい。（お手元に大切に保管して下さい）
＊本申込書の記載内容にご記入漏れやご登録のお名前・ご住所と相違があった場合はご注文を承ることができません。
＊本申込書で郵送にてお申込みの場合は、ご本人様確認ができないため、株主様ご本人のご登録住所のみのお届けとさせていただきます。
＊株主様ご登録住所以外への発送は、インターネットによる申込みのみとさせていただきます。
＊本用紙は有効期限内のみコピーしてご利用いただけます。

●「コロワイドグループ株主様ご優待ポイントサービスご利用規約」にも記載の通り、いかなる理由があろうとも有効期限が切
れたポイントはご利用いただけませんのでご注意下さい。

●省資源のため簡易包装とさせていただき、のしをお付けすることはできかねますのでご了承下さい。
●お届けには、 　　　　程かかります。お届け日時のご指定はできません。
●一部商品は製造元からの直送となりますので、複数の商品をお申込みいただいた場合、別々でのお届けとなります。
●開封後は、賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がり下さい。
●本商品は、天候その他やむをえない事情で変更またはお取り扱いを終了する場合がございます。

2～3週間

必要事項をご記入の上、本申込書を下記宛先までご郵送下さい。

郵送先

https://www.colowide.com/KCCインターネット

〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-1-3　合人社高島橋ビル2階
株式会社ココット［カッパ・クリエイト（株）株主様ご優待係］宛

1月からの商品のため、ご投函は1月以降にお願いいたします。

株主様ご優待商品申込書 2022年6月30日到着分まで有効

※有効期限が2021年12月31日のポイントはご利用いただけませんのでご注意下さい。

【お申込日】 年　　　　　月　　　　　日

ご登録株主様名

ふりがな ー ー

【お申込者】
カードＮｏ．

（※株主様ご優待カード裏面）

ご登録住所（〒　　　　－　　　　　　）

冷蔵・冷凍品の伊豆諸島（大島・八丈島を除く）および小笠原村（小笠原諸島）等へのお届けはできかねます。

●お預かりした個人情報は本商品の発送のみに使用され、第三者への漏洩を禁止しております。

ＴＥＬ 営業時間

お電話番号

０５７０－０３－０３１２
045－２２8－9671 9：00～20：00

商品名 セット数
セット
セット
セット
セット
セット
セット
セット
セット
セット
セット
セット
セット
セット
セット
セット

【ご希望商品】

① 国産黒毛和牛サーロインステーキ 1万2千ポイント
② 工場直送！バンノウ水産　厳選南鮪づくし 1万ポイント
③ 工場直送！バンノウ水産　三陸産銀鮭寒風干し 1万ポイント
④ 北海道産ゆめの大地豚　焼肉・しゃぶしゃぶ肉セット 9千ポイント
⑤ 黒毛和牛肩ローススライス（しゃぶしゃぶ用） 8千ポイント
⑥ 大戸屋の特選米と発芽玄米のセット 6千ポイント
⑦ 大戸屋人気のお惣菜3種セット 6千ポイント
⑧ たらこ・辛子明太子・昆布辛子明太子詰合せ（無着色） 6千ポイント
⑨ 工場直送！バンノウ水産　鮪切落し・ネギトロ詰合せ 6千ポイント
⑩ 国士無双 北海道6本セット 5千ポイント
⑪ 横浜中華街　名物中華まんとお惣菜セット 5千ポイント
⑫ シルスマリア　生チョコ3種のセット 5千ポイント
⑬ 宮のたれ200ｇボトル 6本入り 3千5百ポイント
⑭ かっぱ寿司とにぎりの徳兵衛　お茶詰め合わせ 3千ポイント
⑮ レインフォレスト認証　ラ・パウザ ドリップトップコーヒー 2千ポイント
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