1 ,000株保有および200株保 有の皆 様 がお申し込み可 能です。

読んで ! 学んで ! 作って !

スパイス付き絵本

ハウス食品グループのこども食堂支援活動
ハウス食品グループでは、
孤食や不健全な食習慣を解決し、
共食機会を創出したいという想
いから、認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえを通じてグループの製品や社
員のメッセージを全国のこども食堂にお届けする活動『えがお便』
を推進しています。
この活
動を通じて、
健全な社会とすこやかな毎日に貢献し、
笑顔ある暮らしをともにつくるグッドパート
ナーを目指してまいります。

株 主 優 待 のご 案 内
専用申込はがき締切
2021年

12月28日（火）
必着

作品に登場するカレーが実際に作れる
「スパイス付き絵本」
。

子どもに人気のメニュー
「カレー」
をテーマに、スパイスの楽しさや奥深さを盛り込んだ冒険仕立ての
絵本に、物語中に出てくるカレーが実際に作れるスパイスが付いています。
ご家族で食べられる辛くないカレーが作れます。
難しいと思いがちなスパイスカレーですが、小学校低学年のお子様でも作りやすい簡単なレシピにしています。
出来上がり量は4人分です。

わくわくスパイストリオのだいぼうけん

［あらすじ］

料理に興味のない主人公が、スパイスを探す
旅の中で、料理の奥深さ、食材のありがたみに
気付いていくストーリーです。

みんなスマイル☆
キーマカレー

2月末より
順次発送

お申し込み方法のご案内

コロナ禍におけるこども食堂
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、集まって食べること
が難しい中、お弁当や製品配布などで活動を継続されてい
るこども食堂が多くございました。製品と共に、オンラインで

優待品を選ぶ

募ったグループの社員からのメッセージをお送りしました。

こども食堂様からいただいた声（一部抜粋）

100株〜200株未満保有
200株〜1,000株未満保有

1,000円相当
2,000円相当
3,000円相当

本ご案内の中から、
保有株式数に応じて、
1,000株以上保有
各コースからご希望の
※対象株主：2021年9月末日現在、当社株式を半年以上継続して
優待品
「1つ」
をお選びください。 単元株（100株）以上保有された株主様を対象としております。

岩手県こども食堂「せいなんプラス様」

この度はたくさんのバーモントカレーをありがとうございまし
た。カレーは大人も子どもも大好きなので大変有難いです。テ
イクアウトのお弁当として使用させていただき、バーモントカ
レーも各家庭にお配りすることができました。寄せ書きもひら
がなで子どもたちへの配慮もうかがえ素敵でした。

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえについて

レッツ・ゴー☆
バターチキンカレー

住所変更は
証券会社への
住所変更の届出と
郵便局へ転居届を
お願いします。

2022年

「こども食堂の支援を通じて、誰もとりこぼさない社会をつくる。」
というビジョンを掲げ、各地
域のこども食堂ネットワークを支援すること、社会に貢献したいと考えている企業・団体とつ
ながりこども食堂へ支援を届けること、調査・研究をし、啓発をしていくこと。
この３つの軸で
活動を行っています。

認定NP O法人全国こども食堂支援センター・むす びえ
〒160-0023

必要事項を記入
同封の専用申込はがきに
ご希望される優待品
「１つ」
に
〇印をつけて、必要事項を
ご記入後、ご投函ください。

「専用申込はがき」
で
お申し込みください
＊
「株主様ご優待品申込書」
の記載内容に不備がある場
合、および返送期限内にお申込みがない場合は、該当
する株式数の『製品詰合せ
「A-1」
「B-1」
「C-1」』
をお送
りさせていただきます。

東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿髙木ビル7階

寄 付 に 対 す る 領 収 書 の 発 行 は い た し か ね ま す の で 、ご 了 承 く だ さ い 。

［あらすじ］

いつもの仲間が「カレーに合うのはナンかライ

スか」で喧嘩。その答えを探す旅の中で、お互

発行／ハウス食品グループ本社株式会社 総務部 株式課
〒577-8520 大阪府東大阪市御厨栄町1-5-7
TEL.06-6788-1214 FAX.06-6788-1271

いを認め合い仲直りしていくストーリーです。

この印刷物は、
FSCR認証紙と植物油インキを使用し、
水なし印刷を採用しています。

優待品をお届け
2022年2月末より
順次発送します

©やなせたかし／やなせスタジオ

ご登録住所へ
優待品をお届けします
お引越し等で住所が変わられた際には、お取引
のある証券会社への住所変更の届出と併せ、郵
便局への転居届の手続きをお願いいたします。
お届けいただけない場合、当社からの優待品が
届かない場合もありますのでご注意ください。

優 待 対 象
2021年9月末日現在
株主様対象

100株〜200株未満保有

1,000円相当

下記より1つお選びください。

A-1 製品詰合せ
詰合せセット

優 待 対 象
2021年9月末日現在
株主様対象

2,000円相当

200株〜1,000株未満保有

優 待 対 象

3,000円相当

下記より1つお選びください。

B-1 製品詰合せ

B-2 製品詰合せ＋壱番屋グループ食事券

詰合せセット

詰合せ1,000円＋食事券1,000円

※詰合せ内容は変更になる場合があります。

※詰合せ内容は変更になる場合があります。

B-3 レトルト製品
※詰合せ内容は変更になる場合があります。

C-1 製品詰合せ

C-2 製品詰合せ＋壱番屋グループ食事券

詰合せセット

詰合せ2,000円＋食事券1,000円

※詰合せ内容は変更になる場合があります。

C-3 レトルト製品

うまかっちゃんセット
５食入２種類 計４セット

1,000株以上保有

下記より1つお選びください。

※詰合せ内容は変更になる場合があります。

B-4 ラーメン製品

レンジ対応レトルト製品セット

2021年9月末日現在
株主様対象

C-4 ラーメン製品
うまかっちゃんセット
５食入３種類 計６セット

レンジ対応レトルト製品セット

うまかっちゃんは

九州で売上No.1の

A-2 レトルト製品

※2

※1
即席袋麺ブランドです。
※2

レンジ対応レトルト製品セット

※2

※1 出典：
（株）
KSP-SPのデータを用いて
ハウス食品
（株）
が作成。
期間：2020年4月～2021年3月
対象：九州のスーパーマーケット
※2 こちらの製品は、
近畿・中四国・九州・
沖縄地区で発売しております。

※1
うまかっちゃんは九州で売上No.1の即席袋麺ブランドです。

※1 出典：
（株）
KSP-SPのデータを用いてハウス食品
（株）
が作成。
期間：2020年4月～2021年3月 対象：九州のスーパーマーケット
※2 こちらの製品は、
近畿・中四国・九州・沖縄地区で発売しております。

※詰合せ内容は変更になる場合があります。

B-5 まもり高める乳酸菌Ｌ-１３７
パウダースティック＜30本入＞

B-6 スパイス付き絵本セット
絵本1冊と製品セット

※詰合せ内容は変更になる場合があります。

C-5 まもり高める乳酸菌Ｌ-１３７
パウダースティックセット（3,000円相当）

C-6 スパイス付き絵本セット
絵本2冊と製品セット

※2

C-7 朝岡スパイスセット
スパイスセット

カーダモン
粉末

※詰合せ内容は変更になる場合があります。

A-3 寄付（社会貢献）
1 , 000 円 を認定NPO法人

「全国こども食堂支援センター・むすびえ」へ
寄付させていただきます。 ※詳しくは裏面をご確認ください。

※詳しくは裏面をご確認ください。

B-7 寄付（社会貢献）
2 , 000 円 を認定NPO法人

「全国こども食堂支援センター・むすびえ」へ
寄付させていただきます。
※詳しくは裏面をご確認ください。

※2

クミン
粉末

コリアンダー ターメリック レッドペッパー
粉末
粉末
粉末

左記のスパイスを
使ってつくれる
キーマカレーの
レシピ付

※詳しくは裏面をご確認ください。

C-8 寄付（社会貢献）
3 , 000 円 を認定NPO法人

「全国こども食堂支援センター・むすびえ」へ
寄付させていただきます。

※詳しくは裏面をご確認ください。

