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マックスバリュ西日本は、今年、創業３５周年を迎えました。
創業以来の「お客さま第一」を胸に、地域に根ざした
さまざまな取組みにより新たな成長を目指していきます。

2016年度の取組みと業績

次期の見通し　新規出店については、2016年6月にザ・ビッグ倉敷店（岡山
県倉敷市）を既存店の建替え期間中のみ営業する仮店舗として
オープン（新店舗オープンに伴い2017年3月に閉店）したのを
皮切りに、マックスバリュ徳山西店から業態変更したザ・ビッグ
徳山西店（山口県周南市）、マックスバリュイオンタウン周南久
米店（山口県周南市）、マックスバリュ塩屋北店（神戸市垂水
区）の国内4店舗に加え、中国1店舗の出店を行いました。併せ
て既存店の活性化にも注力し、20店舗で活性化投資を実施し
ました。
　人材への投資については、多様な人材の力を活かすことを目
的に人事制度の刷新を進め、第一ステップとして、2016年11月
よりフレックス社員（パートタイマー）の雇用終了年齢を従来の
65歳から70歳に引き上げました。
　地域との連携については、山口県防府市、山口県周南市と「地
方創生、まちづくりパートナーシップ包括連携」協定を締結。そ
のほか、「神楽」支援、「世界遺産姫路城マラソン2017」のサ
ポートなど、伝統文化やスポーツを通じた活動に積極的に取り
組みました。
　これらの結果、2016年度の業績は、営業収益2,782億87
百万円（対前期比100.8％）、営業利益64億31百万円（同
106.0％）、経常利益66億87百万円（同106.5%）、親会社株
主に帰属する当期純利益32億円68百万円（同130.6%）の増
収増益となりました。なお配当につきましては、株主の皆
さまへの感謝を込め 3 円（1 株当たり）の記念配当を加え
て、1株当たり38円とさせていただきます。

　35周年という節目の年を迎え、マックスバリュ西日本は、先に
述べた基本戦略を継続して実践し、一店一店が真にお客さまに
支持される店舗となるようさらなる歩みを進めてまいります。
　商品への施策では、デリカ部門を中心とした新商品の開発と
販売、「35周年記念商品」の展開拡大、お店の顔である農産部門
の強化などに取り組み、圧倒的な差別化を図る商品の開発に尽
力します。
　人材面においては、働きがいのある職場環境の実現をめざし、
2017年4月よりフレックス社員・アルバイトに関する新人事制度
を導入しました。地域との連携においても、地域の活性化や住
民の皆さまへの新しいサービスの創出に向けた諸施策を進めて
いきます。
　加えて、お客さまを起点としたコミュニケーションを深めるべ
く、ICT※活用にも着手します。例えばWAON POINTサービス
を活用してお客さまのデータ収集・分析を実施し、それを基に個
に特化したアプローチを行うなどして、お一人おひとりのニーズ
に応える店舗づくりへと発展させていく計画です。
　これらの取組みにより、次期の業績は、営業収益2,840億円

（対前期比102.1％）、営業利益66億円（同102.6％）、経常利
益68.6億円（同102.6％）、親会社株主に帰属する当期純利益
30億円（同91.8％）を見込んでいます。
　今後とも、皆さまの変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお
願い申し上げます。

　株主、投資家の皆さまには、日頃より格別のご高配を賜り、厚
く御礼申し上げます。
　まず初めに、マックスバリュ西日本は、2017年3月5日をもちま
して創立35周年を迎えました。これもひとえに皆さまのご支援
の賜物と心より感謝申し上げます。
　2016年度における我が国の経済は、雇用・所得環境の改善が
続くなかで、各種政策効果に支えられ、緩やかな回復基調にあり
ました。個人消費は前年並みとなっており、当社の属する小売業
界においても堅調に推移しました。しかしながらその一方で、競
争環境は業種・業態の垣根を越えた厳しい状況が続いています。
　このような状況下、当社は、中期の基本戦略である「商品本
位の改革」「人材への投資」「地域との連携」を軸に、全社一丸
となって経営活動を展開しました。
　商品については、商品開発を専業とする商品開発本部を新設
し、自社オリジナル商品の開発に着手。「35周年記念商品」の開
発及び販売もスタートさせました。さらには、お客さまの生活を
応援する「超お買得商品」の販売や「産直フェア」の開催などの
新しい施策も開始しました。
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代表取締役社長

ごあいさつ

※Information　Communication　Technology
データ分析を通してお客さま一人ひとりが期待することを把握し、お客さまの興味に合ったものを確実に、よりスピーディーに発信したり、品揃えや売場づくりに活用します。



2011年2月
兵庫県姫路市にマックスバリュグラ
ンド１号店ロックシティ姫路店（現
マックスバリュイオンタウン姫路店）
を開店

2011年9月
山口県萩市にザ・ビッグエクストラ
１号店萩店を開店

2012年5月
本店を広島県広島市南区段原南1
丁目3番52号 広島段原ショッピン
グセンター5Fに移転
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地域とともに歩んだ３５年の軌跡
創立35年

マックスバリュ西日本は、今年35周年を迎えました。兵庫県から岡山、広島、山口、香川、愛媛、
徳島各県に営業地域を拡大しながら、常に地域の皆さまに支持される店舗と商品づくりによ
り、持続的な成長を遂げてきました。
1982年12月
資本金3,000千円をもって、兵庫
県姫路市加納町に本店を設立
兵庫県姫路市に1号店田寺店を開店 

１９８３年1月
兵庫県姫路市北条口3丁目50番地
へ本店を移転

1984年10月
コンピューターによる生鮮食品の
発注システムを導入

１９８６年８月
増資により資本金3億円となる

1987年2月
ウェルマート株式会社(本店：東京
都中央区)と合併

１９８8年5月
商号をウエルマート株式会社に変更

1988年9月
社団法人日本証券業協会に店頭登
録銘柄として登録

1989年1月
兵庫県赤穂郡上郡町に40店舗目
となる上郡店を開店

1989年3月
全店にPOSシステム導入

1989年9月
山口県岩国市にディスカウント業
態への転換第1号店となるザ・ビッ
グ岩国店をオープン

2007年4月
香川県丸亀市に香川エリア第1号
店となるマックスバリュ丸亀城南
店を開店

2008年6月
ザ・ビッグの新業態ザ・ビッグロッ
クタウン周南店（現ザ・ビッグイオ
ンタウン周南店）を開店

2009年12月
徳島県板野郡に徳島エリア第1号
店ザ・ビッグ北島店を開店

2010年4月
広島市東区にマックスバリュエクス
プレス１号店広島駅北口店を開店

1991年9月
兵庫県明石市に50店舗目となる
魚住店を開店

1993年1月
兵庫県揖保郡太子町に近隣型ショッ
ピングセンターの核として新太子
東店を開店

1995年12月
兵庫県姫路市にマックスバリュ1号
店東山店を開店 

1996年2月
株式会社主婦の店スーパーおよび
小野スーパー株式会社と合併

1996年3月
岡山県和気郡に1,000m2クラスの
ＳＭ（スーパーマーケット）和気店
を開店

1997年1月
兵庫県揖保郡太子町に80店舗目
となる太子南店を開店

1997年8月
大阪証券取引所市場第ニ部に上場

1998年2月
兵庫県加古川市に初の3,000m2ク
ラスのSSM（スーパースーパー
マーケット）、マックスバリュ石守
店を開店

2000年5月
商号をマックスバリュ西日本株式
会社に変更

2013年1月
中国山東省青島市に子会社・永旺
美思佰楽（青島）商業有限公司を
設立

2013年8月
中国山東省青島市に中国1号店・
万邦中心店を開店

2014年3月
中国２号店・青島中心広場店を開店

201６年8月
中国3号店・海岸錦城店を開店

1983 2000 2010創業期 成長期 拡大期 さらなる飛躍へ

２０１６年度
売上高２,782億円
店舗数 　１８2店舗

２０１7年度予想
売上高２,８4０億円
店舗数 　１８6店舗
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1990

売上高
1,000億円

達成

売上高
2,000億円

達成

売上高推移
店舗数推移

2000年8月
全店・本部でISO14001の認証を
取得
広島県にて事業展開している山陽
マックスバリュー株式会社と合併

2001年3月
山口県で事業展開している株式会
社マミーと事業統合

2001年10月
兵庫県姫路市北条口4丁目4番地
へ本社移転

2006年11月
愛媛県今治市に四国エリア第1号
店となるマックスバリュ今治阿方
店を開店



地域のお客さまのニーズを捉えた店舗開発 充実のリニューアル店舗もお客さまから大好評

国内で4店舗、海外で1店舗を出店
　マックスバリュ西日本では、ドミナント強化によるシェア拡大に

向け、地域特性を見極め、お客さまのニーズを第一に考えた店舗

開発に取り組んでいます。2016年度は、国内で4店舗、中国で1

店舗の新規出店を実施しました。

　下半期にオープンした「マックスバリュイオンタウン周南久米

店」（山口県周南市）、「マックスバリュ塩屋北店」（神戸市垂水

区）は、いずれも県内産の新鮮野菜やブランド牛、郷土色豊かな

食材を使ったお惣菜など、地元商品の品揃えを充実させているの

が特徴。地域のお客さまに寄り添う店舗づくりを行っています。

より便利に、魅力的に！ 20店舗で活性化を実施
　2016年度は、上半期に18店舗、下半期に2店舗で活性化投

資を実施し、お客さまに圧倒的に支持される店舗づくりに注力

しました。

　「マックスバリュ段原店」（広島市南区）では、新たな試みとし

て、栄養士が常駐するクッキングステーションを新設。毎日の料

理をご提案しながら、お客さまの食に関するお悩み・ご相談に

お応えします。また、「ザ・ビッグ岡山一宮店」（岡山市北区）で

は大規模リニューアルを実施し、お客さまアンケートでいただ

いた約600件のご回答を活かし、より便利で、お買い物がしや

すい店舗への進化を図りました。

　2017年度も積極的な店舗戦略を推し進め、5店舗の新規出

店と36店舗の活性化を実施する予定です。

提案型店舗にリニューアル
マックスバリュ段原店

新店舗展開 リニューアル店舗

新鮮な県内産野菜

地元産鮮魚コーナー

ブランド牛の強化

鮮魚対面コーナー

クッキングステーション

お惣菜売場

SSM SM CSM BIG 合 計
兵庫エリア 56 26 3 2 87
岡山エリア 3 8 11
広島エリア 12 9 9 30
山口エリア 25 2 11 38
香川エリア 2 4 6
徳島エリア 3 3
愛媛エリア 4 1 5
合 計 102 37 3 38 180

業態／エリア別店舗数 （国内店舗：2017年2月28日現在）

２０１７年度出店予定 （2017年4月12日現在）

開店日 店舗名 業態 所在地

2017 年  4 月 ザ・ビッグ倉敷店 BIG 岡山県倉敷市

2017 年  6 月 マックスバリュ東条店 SSM 兵庫県加東市

2017 年 10 月 マックスバリュ南今宿店 SSM 兵庫県姫路市

2017 年 11 月 マックスバリュ井吹台店 SSM 神戸市西区

2017 年 11 月 ザ・ビッグ岩国店 BIG 山口県岩国市
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地域に根ざしたショッピングセンターの核店舗
マックスバリュイオンタウン周南久米店

マックスバリュ塩屋北店

ザ・ビッグ東岐波店ザ・ビッグ岡山一宮店

※  BIG（ザ・ビッグ業態）、SSM（売場面積2,000m2規模）、SM（売場面積1,000m2規模）、 
CSM（売場面積500m2規模）



地域とのコラボで35周年記念商品が続々登場！ こちらも大好評！ 当社ならではの自社開発商品

マックスバリュ西日本だからできる商品を
　創業35周年を迎えるにあたって開発を進めていた特

別商品の販売が、スタートしています。

　①地元企業②瀬戸内の味③量販商品④生活提案商

品の4つを柱に、地元のメーカーさまをはじめとする多

数の企業さまにご協力いただき、地元の素材を使用し

た商品、地域の生活に根ざした味、注目の素材を配合

した健康志向商品など、マックスバリュ西日本だからで

きる商品化を実現しました。今後は1年間にわたり、こ

れまで支援していただ

いた皆さまへ感謝の気

持ちを込めて、魅力的な

商品を続々投入してい

く予定です。どうぞご期

待ください。

商品開発を専業とする商品開発本部が成果を発揮
　2016年度は、中期の3つの基本戦略の一つ「商品本

位の改革」に基づき、自社オリジナル商品の開発をス

ピードを持って推進しました。今年度より始動したマッ

クスバリュとザ・ビッグの商品開発機構を統合した商品

開発本部の主導により、デリカ商品・インストアベーカ

リー商品を中心に、新商品、リニューアル商品あわせて

59アイテムを開発。さらには、開発に際して特にこだ

わったポイントを的確にお客さまにお伝えするため、チ

ラシやWebサイト、店頭販促物に至るまで、一貫した

マーケティング施策を展開しました。

自社開発商品

生活提案商品量販商品

35周年記念商品 商品展開
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二代目コク旨カレーパン

追いあずきおはぎ

ポテトチップス 牡蠣の醤油焼き味

お肉が主役の黒酢酢豚

35種の国産野菜青汁

生乳仕立てのクリームパン

シールド乳酸菌入り
ちくわ

シールド乳酸菌入り
豆腐 シールド乳酸菌入り

ロールケーキたこ焼き
（増量タイプ）

ふりかけ
バラエティーパック

産地・旨みにこだわった
ドリップコーヒー

35周年記念企画として、インストアベーカリーの新商品のアイデアを従業員から募集する

「商品開発応募キャンペーン」を実施。たくさんの応募の中から、厳正な審査と従業員によ

る人気投票の結果、5品の商品化が決定しました。本年5月より順次販売していきます。

従業員のアイデアをインストアベーカリーで商品化

販売予定期間：
5/15〜5/31

抹茶デニッシュ

販売予定期間：
6/1〜6/30

夏みかんミルクフランス

販売予定期間：
7/1〜7/31

サマーオレンジ

地元企業・瀬戸内の味

瀬戸の香りぽん酢 瀬戸内産ちりめん
釜めしの素

きつねうどん（瀬戸内産いりこ使用）村田蒲鉾店のにぎり棒天

レモスコチップス
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新たな人事制度で一人ひとりがさらなる成長へ 地域を育む「ご当地WAON」の取組み

多様な人材の力を活かせる人事の仕組みを導入
　2016年11月21日より、フレックス社員の雇用終了年齢を従来の65

歳から70歳に引き上げました。さらに2017年4月より、フレックス社

員・アルバイトに関する人事制度を刷新。仕事の幅を拡げることによっ

て資格が上がる「４段階の職務」を設定し、評価に準じて、これまでは

正社員にのみ支給していた賞与をフレックス社員・アルバイトにも支給

します。また、フレックス社員から「社員」や「地域社員」への登用を

積極的に進めると同時に、働き方を選択できるシステムとし、これまで

以上に多様な人材の力を活かせる体制を構築。従業員一人ひとりの成

長をお客さま満足と企業価値の向上につなげていくことが狙いです。

お得、便利はもちろん、地域への貢献も
　地域振興を目的として発行される電子マネー「ご当地

WAON」は、寄付金付きとなっており、全国どこでご利用い

ただいても、ご利用金額の一部が地域の活性化に役立てら

れる仕組みです。2016年10月には、山口県周南市、Ｊリーグ

に所属するレノファ山口FCと結んでいる「地方創生、まちづ

くりパートナーシップ包括連携」協定に基づき、「徳山動物園

WAON」を発行。ご利用金額の一部が徳山動物園とレノ

ファ山口FCの活動に役立てられます。

　マックスバリュ西日本が発行する「ご当地WAON」は、計

15種類（2017年4月現在）となりました。 ほうふ
幸せますWAON

徳山動物園
WAON

人材育成 地域とともに
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2016年度も、「おいでませ山口WAON」の利用金額の一部179万1,121円

を山口県へ、「下松市こども未来WAON」の利用金額の一部36万3,227円

を下松市へ、「萩まちじゅう博物館WAON」の利用金額の一部122万5,152

円を萩市へなどの寄付を実施しました。累計寄付額は、約4,140万円に達

し、より良い地域社会づくりに貢献しています。

より良い地域社会づくりの一助に！ご当地WAONによる寄付
感動を共有することでサービスレベルを高め
ていくことを目的にお客さまに喜ばれたこと
を書きとめ、全従業員へ伝達する「ハッピーレ
ター運動」に取り組んでいます。最もお客さま
の心を動かし、感動を提供できた応対者を
MVPとして称え、毎月表彰しています。

お客さまの「ありがとう」をモチベーションに！ 
ハッピーレター表彰

広島県初、「えるぼし」※企業に認定
※ 女性の活躍推進への取組みが優良な企業に与え

られる認定

チーフ研修などさまざまな研修を実施

マックスバリュ西今宿店での表彰式
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地域に密着した店舗による社会貢献 豊かな文化と社会の実現への取組み

地域の健やかな暮らしを支えるために
　マックスバリュ西日本では、お客さまと接点のある店

舗を通じて、環境保全や社会貢献への取組みを積極的

に展開しています。「食」の楽しさや大切さをお伝えす

る食育活動、新店オープンの際に地域のお客さまと植

樹を行う「イオンふるさとの森づくり」、 地域の安全を

守る「駆け込み１１０番の店」として防犯訓練の実施、

募金活動など、地域に根ざしたスーパーマーケットだか

らできるさまざまな取組みを推進しています。

地域の発展に貢献する企業を目指して
　お店を拠点に地域との連携を図っていく取組みとして、

伝統文化やスポーツを通じた活動にも力を注いでいます。

　2016年度は、広島広域都市圏協議会“神楽”まち起こし

協議会を通じて、伝統文化である「神楽」を応援する活動

をスタート。当社が運営するショッピングセンターのイベン

トに神楽団をお招きしたほか、「ひろしま神楽の日2016」

への協賛を実施しました。また、サッカーJ2・レノファ山口

FCのオフィシャルスポンサーとして多彩な応援活動を行う

とともに、地域活性化、新しいサービスの創出に取り組ん

でいます。

地域とともに 地域とともに
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多くの参加者が集い2017年2月26日に開催された「世界遺産姫路

城マラソン2017」。マックスバリュ西日本は、姫路市内の全店舗で

の応援三角旗の展示、大会当日にマラソンコース沿道にある一部店

舗で、大会に使用する車両やトイレ等を設置する場所を提供するな

どして大会をサポートしました。

「世界遺産姫路城マラソン2017」をサポート
「マックスバリュ段原店」では、毎週1回、クッキングステーションで親子

での料理体験イベントを開催しています。小学生以下のお子さまとそ

の保護者の皆さまにご参加いただき、栄養士と一緒に手作り料理体験。

料理や食材の旬やバランスの良い食事について楽しみながら学べる

と、大変ご好評をいただいています。

親子で作れる料理体験イベントを開催

「地方創生、まちづくりパートナーシップ包括連携」協定

地域の伝統を伝える神楽イベント

子供たちへの食育活動 福祉施設などへのクリスマスプレゼント

駆け込み１１０番 ちびっ子健康マラソンに協賛

移動店舗

新店舗での植樹活動



財務ハイライト 会社情報・株式情報

株価の推移

社 名 マックスバリュ西日本株式会社

設 立 1982年3月5日

事 業 内 容 食料品および日用雑貨用品の小売販売

資 本 金 16億90百万円

営 業 所 数 182店舗（国内180店舗、中国2店舗）

従 業 員 数 1,653名（パート、アルバイト、中国の従業員を含まず）

本 社
〒732-0814
広島県広島市南区段原南1丁目3番52号
082-535-8500（代表）

主 要 取 引 銀 行 三井住友銀行広島支店 
みずほ銀行広島支店

株 主 名 簿 管 理 人 三菱UFJ信託銀行株式会社

会社概要 2017年2月28日現在

決 算 期 2月末日（年1回）

基 準 日 2月末日 
その他必要ある時は、予め公告いたします。

定 時 株 主 総 会 5月（ただし末日までに開催いたします。）

株 主 名 簿 管 理 人 〒100-0005 
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 
三菱UFJ信託銀行株式会社

同 事 務 取 扱 場 所 〒541-8502 
大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 
0120-094-777（通話料無料）

株主メモ 2017年2月28日現在

氏名または名称 所有株式数

イオン株式会社 15,259千株

マックスバリュ西日本グループ社員持株会 722

丸魚水産株式会社 532

株式会社コックス 424

新光商事株式会社 328

加藤産業株式会社 323

イオンフードサプライ株式会社 238

ミニストップ株式会社 237

イオンフィナンシャルサービス株式会社 235

宮本 美枝 206

大株主 2017年2月28日現在

株 主 数 24,674名

発 行 可 能 株 式 総 数 90,000,000株

発 行 済 株 式 総 数 26,238,509株

株式状況 2017年2月28日現在

代表取締役社長 加栗　 章男

専 務 取 締 役 塩冶　 雅洋

常 務 取 締 役 柳川　 勝律

取 締 役 守岡　 幸三

取 締 役 砂村　 哲也

取 締 役 森永　 和也

取締役および監査役 2017年5月18日現在

取 締 役 桑山　　 斉

取 締 役 渡瀬  ひろみ

常 勤 監 査 役 恒屋　 良彦

監 　 査 　 役 伊藤 三知夫

監 　 査 　 役 北村　 智宏

監 　 査 　 役 石橋 三千男 
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日経平均（右軸）

当連結会計年度
2017年2月28日現在

前連結会計年度
2016年2月29日現在

（資産の部）
流動資産 35,313 31,982
固定資産 59,423 61,386
　有形固定資産 40,058 41,345
　無形固定資産 308 478
　投資その他の資産 19,055 19,562
資産合計 94,736 93,368

（負債の部）
流動負債 37,304 37,659
固定負債 9,181 9,575
負債合計 46,485 47,234

（純資産の部）
資本金 1,690 1,683
資本剰余金 4,622 4,657
利益剰余金 36,758 34,410
自己株式 △13 △23
株主資本合計 43,058 40,727
その他の包括利益累計額合計 5,122 5,312
新株予約権 53 66
非支配株主持分 17 27
純資産合計 48,250 46,134
負債純資産合計 94,736 93,368

連結貸借対照表 （単位：百万円）

当連結会計年度
自 2016年3月 1日
至 2017年2月28日

前連結会計年度
自 2015年3月 1日
至 2016年2月29日

売上高 272,087 269,813
売上原価 207,371 205,870
売上総利益 64,716 63,942
その他の営業収入 6,200 6,175
営業総利益 70,916 70,118
販売費及び一般管理費 64,485 64,052
営業利益 6,431 6,066
営業外収益 329 308
営業外費用 73 97
経常利益 6,687 6,276
特別利益 109 30
特別損失 980 1,321
税金等調整前当期純利益 5,815 4,985
法人税等 2,600 2,648
当期純利益 3,214 2,337
非支配株主に帰属する当期純損失（△） △53 △165
親会社株主に帰属する当期純利益 3,268 2,503

連結損益計算書

当連結会計年度
自 2016年3月 1日
至 2017年2月28日

前連結会計年度
自 2015年3月 1日
至 2016年2月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,687 11,926
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,854 △3,314
財務活動によるキャッシュ・フロー △987 △985
現金及び現金同等物の期末残高 18,311 15,474

連結キャッシュ・フロー計算書

配当について

　当社では、株主の皆さまに対する利益還元の充実を経営の重点施策
と位置づけ、安定的な配当の実施に努めております。
　配当額につきましては、経営基盤の拡充、将来の事業展開や収益力
の向上、財務体質の強化および業績を総合して決定をしております。
　配当回数につきましては、年１回の配当を基本方針としています。
当期の期末配当金は、35周年記念配当3円を加えて、1株当たり38円と
しております。
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「株主さまご優待券」のご利用対象店舗が拡大しています

ご優待は保有株式数に応じて
毎年2月末日時点の株主名簿に登録された100株以上保有されている株主さまに、保有株式数に応じて

「株主さまご優待券」か「地域特産品」のいずれか1つをお選びいただけます。
※ お酒のお届けは、20歳以上の方に限らせていただきます。

株主さまご優待券は全国 21社が運営する「イオン」「マックスバリュ」「ザ・ビッグ」
「スーパーセンター」「まいばすけっと」などの直営店舗でご利用いただけます（一部店
舗を除く）。株主さまご優待制度の拡大は、株主さまからの、イオングループ各店で「株主
さまご優待券」を利用したいとのご要望にお応えし、実施しています。

全国の

イオンでも

使えます!

保有株数
優待品

100株〜999株
（各年2月末日時点）

1,000株〜1,999株
（各年2月末日時点）

2,000株以上
（各年2月末日時点）

1. 優待券

100円値引券×50枚（5,000円分） 100円値引券×100枚（10,000円分） 100円値引券×200枚（20,000円分）

2. 兵庫
　 特産品

播磨灘 いかなご釘煮 揖保の糸 特級ひね30束 揖保の糸 特級ひね50束

3. 広島
　 特産品

広島海苔 かき醤油味付のり 新庄みそ 広島の味詰め合わせ 賀茂鶴 特製ゴールド賀茂鶴

証券コード8287

この印刷物は、FSC認証紙、植物油
100%のインキを使用しています。


