2022 年度版

ゆうちょ銀行
お申し込み有効期限：2022 年 12 月 31 日（土）

ゆうちょ銀行株主の皆さまへ
拝啓

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

株主の皆さまの日ごろのご支援に感謝し、心ばかりではございますが、
「カタログギフト」をお贈りいたしますので、お納めいただけますと幸いです。
（500 株以上保有の株主さまにお贈りしております。）
今後も、地域共創、地域金融プラットフォームの実現を核とする経営、郵便局・
ATM ネットワークを含めたリアルとデジタルが融合したビジネス、より高度な資
金運用領域への拡大を中心に成長分野に対して積極的な投資を進め、株主の皆さ
まのご期待にお応えできるよう、全役職員一丸となって努力を尽くしてまいります。
引き続き変わらぬご支援ご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
末筆ながら皆さまのご多幸をご祈念申し上げます。
敬具

2022 年 6 月
株式会社ゆうちょ銀行
取締役兼代表執行役社長
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●ギフトの内容

〈カタログ表記について〉
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インテリア

暮らしを彩る厳選されたアイテム

ナップし、日本中の「うまい！」をご紹
介しています。
きっとご満足いただける、

●賞味期間は、製造日または加工・出荷日を基準に記載しております。
●商品到着後の日持ち期間は、配送日数などにより異なりますので、あらかじめご了承ください。
●加工地および原産地は変更になる場合がございます。また、実物と印刷に色味
の差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

オリジナルフレーム切手

株主さまご優待カタログギフト限定のフレーム切手

寄付

心温まる新しいギフトスタイル

〈商品について〉
●本カタログを他者へ譲渡することはできません。
●ご希望商品がメーカー事情等により品切れ・製造中止の場合、新モデルあるいは
同等以上の代替え品をお送りする場合がございます。また状況によりカタログも
しくは WEB サイトの中から商品を再度選び直していただく場合がございます。
●お届けした商品に万が一、内容相違、破損等の事故がございましたら、裏表紙に記
載のお問い合わせ先にご連絡ください。
● 20 歳未満の方はお酒のお申し込みはできません。
〈お申し込み期限等について〉
（はがきでお申し込みの場合は当日消印有効）です。
●お申し込みの期限は 2022 年 12 月 31 日（土）
●期限内にお申し込みをいただけなかった場合は、寄付をお選びいただいたもの
として、商品のお届けに代えさせていただきますので、ご了承ください。この
場合、寄付先の団体は株式会社ゆうちょ銀行に一任とさせていただきます。
●お届け期間は本カタログ到着以降、2023 年 1 月 31 日
（火）
までです。
●お届けは日本国内に限らせていただきます。

チ ：チルドゆうパックでお届けします。

ヘルス

〈アレルギー物質の表示について〉

健康のメンテナンスで活躍するアイテム

●食品衛生法がラベルへの表示を義務付けている、
「特定原材料 7 品目」の
アレルギー物質について、商品に含まれる品目をマークで記載しております。
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……小麦を含んでいる商品

……落花生を含んでいる商品

……そばを含んでいる商品

……えびを含んでいる商品

……卵を含んでいる商品

……かにを含んでいる商品

……乳を含んでいる商品

郵便局のふるさと小包は、日本全
国各 地 の 特 産 品 や 名 産 品 を 厳 選
し て ラ イ ン ナ ッ プ し、 日 本 中 の
「うまい！」をご紹介しています。
きっとご満足いただける、そんな
品々です。
申込番号

JT 000-001

申込番号

おこっぺハムセット

JT 000-002

北海道昆布巻セット3本

冷涼な気候の中、北海道産豚肉を使用して時間と手間をおしまず造
り上げたソーセージの詰合せです。

味わい深い北海道産昆布で素材を巻き、美味しく炊き上げました。
ご
飯のおかずや、
お酒の肴などにぜひご賞味ください。

ベーコンスライス
あらびきウインナー・ガーリックウインナー 各110g、
ハーブウインナー135g、
ポークウイン
80g、北海道ポークフランク220g、
ナー120g ／ 賞味期間：冷蔵で28日

さけ昆布巻150g×2、
にしん昆布巻150g ／ 原料原産地：昆布＝北海
道 ／ 賞味期間：常温で7ヵ月

チ
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小乳

申込番号

JT 000-003

元町チーズケーキ 8個

申込番号

JT 000-004

申込番号

北海道スイートポテト 3本

函館元町の洋菓子作りの伝統をもとに作られた、
レアタイプのチーズ
冷やすとおいしさが増します。
ケーキ。

国内産さつまいもと北海道産バターを使用したスイートポテトの中に、
カスタードクリームを入れて焼き上げました。

68g×8 ／ 賞味期間：常温で1年

200g×3 ／ 賞味期間：冷蔵で14日

乳

チ小卵乳

JT 000-005

鐘崎 笹かまぼこ詰合せ
すべてのかまぼこが化学調味料・保存料・でんぷん・卵白を使用してお
りません。魚本来のおいしさにこだわった、
ぷりぷりふっくらな食感の
笹かまぼこです。
旨揚げ（さつま・かぼ
笹かまぼこ
「かねささ」5枚、味ささ
（チーズ）4枚、
ちゃ 各2枚）／ 賞味期間：冷蔵で8日

チ乳
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申込番号

JT 000-006

河京の喜多方生ラーメン 10食

申込番号

JT 000-007

申込番号

狭山茶ギフト 3本セット

酒悦

黄色い箱でおなじみの「河京の喜多方ラーメン」。
この味が喜多方
ラーメン定番の味、一度食べたらくせになるおいしさです。

茶畑から摘み取った新芽を自工場で加工し、仕上げた狭山茶です。
茶農家直送の豊かな香りと自然な甘味をお楽しみいただけます。

生めん120g×10、醤油スープ35g×6、味噌スープ41g×4 ／ 賞味期間：
常温で45日

100g×3 ／ 原料原産地：茶＝埼玉県 ／ 賞味期間：常温で1年

小

食卓を飾る確かな存在感、
箸を休めゆっくりと味わいたい一品。
福神漬90g、
わかめ入りのり佃煮100g、鯛みそ110g、
くきわかめ80g、
え
のきだけ・昆布大根漬 各95g、鰹ひじき40g、黒豆・ぶどう豆・大葉み
そ 各105g ／ 原料原産地：大根・なす・なた豆・昆布＝国産 ／ 賞味期
間：常温で1年6ヵ月

小
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JT 000-008

瓶詰詰合せ 名菜美点

申込番号

JT 000-009

申込番号

笹だんご
（つぶあん）
越後の風土と気候が育んだ銘菓。
よもぎ入りの笹だんごをお届けしま
す。
ご進物におやつにいかがでしょうか。

JT 000-010

申込番号

かやぶきの里

JT 000-011

ふじ100％りんごジュース 3本

お米の風味と香りが広がる4種類の米菓を詰合せました。

1kg（20個）／ 賞味期間：冷蔵で8日

越乃豆もち7枚、
田舎おかき醤油味12枚､磯辺巻醤油味14枚､黄金揚
げ6枚 ／ 原料原産地：米＝国産 ／ 賞味期間：常温で60日

チ

小
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「ふじ」
りんごのみを使用。酸化防止のため空気に触れないようにして
作った、
りんご本来の味・色を保ったストレートりんごジュースです。
1L×3 ／ 賞味期間：常温で2年

申込番号

JT 000-012

越前屋の自家挽きそば

申込番号

6食

JT 000-013

申込番号

永平寺朝がゆ

自社で製粉することで挽きたてのそば粉の香り、甘味を存分に味わう
ことのできるそばに仕上げました。付属のつゆも自社製です。

福井県産コシヒカリ米を濃い全粥に炊き上げました。
お米のおいしさ
が活きています。

生めん
（100g×2）
×3、
そばつゆ25g×6 ／ 賞味期間：冷蔵で10日

朝がゆ270g×6、
小豆がゆ・玄米がゆ 各250g×2 ／ 原料原産地：米＝
福井県 ／ 賞味期間：常温で1年

チ小そ

JT 000-014

ひもの三昧
富士山からの湧水である沼津市の上水道水を使用して処理し、
ふっく
らした食感に仕上げました。
おいしさをギュッと閉じ込めた小分け袋
入り包装でお届けします。
真あじ100g×4、
かます80g×2、金目鯛130g×2 ／ 原産地：マアジ・カマ
ス・キンメダイ＝国産 ／ 賞味期間：冷蔵で8日

チ
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申込番号

JT 000-015

はちみつ入梅干
「黄金漬」 600g

申込番号

JT 000-016

申込番号

神戸レトロ物語カレー 5袋

JT 000-017

神戸プリン

肉厚の紀州南高梅A級品を、
はちみつを加えた調味液で熟成させた、
やや甘口でほのかな酸味とまろやかさが特徴の人気商品です。

古き港町神戸にある洋食屋さんをイメージして作り上げました。
ラード
のコク、果実の甘みを生かした風味豊かなカレーです。

卵と生クリームの深いコクとリキュールの爽やかな風味の神戸プリン
です。

600g（ 塩分10～12％、3L）／ 原料原産地：梅＝和歌山県 ／ 賞味期
間：常温で6ヵ月

200g×5 ／ 賞味期間：常温で2年

神戸プリン78g×9、
カラメルソース6g×9 ／ 賞味期間：常温で90日

小乳

卵乳
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申込番号

JT 000-018

揖保乃糸熟成特級ひねもの 19束

申込番号

JT 000-019

紀州金山寺漬

申込番号

ぜいたく三昧

16の工程を二昼夜かけて仕上げる揖保乃糸は、
コシが強く茹でても
のびにくい自慢の一品です。

金山寺のもろみと奈良漬を和えた自慢の品。瓜・胡瓜・守口大根のパ
リパリ食感が楽しい
「ぜいたく三昧」
をぜひどうぞ。

50g×19 ／ 賞味期間：常温で2年6ヵ月

350g ／ 原料原産地：瓜・胡瓜・守口大根＝国産 ／ 賞味期間：常温
で120日

小
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JT 000-020

瀬戸内竹ちくわ揚げ天詰合せ
魚介と色々な具材を織り交ぜ、
魚本来の旨みを凝縮した詰合せです。
竹ちくわ
（海鮮入・あなご入 各1本）、豆ちくわ6本、小魚天・よもぎ天・
たこ天・からし天 各3枚、
柿天4個 ／ 賞味期間：冷蔵で7日

チ小卵乳えか

申込番号

JT 000-021

山田養蜂場

里山の百花蜂蜜

申込番号

300ｇ

野山の恵みを集めた、風味豊かな国産の蜂蜜です。
300g ／ 原料原産地：はちみつ＝国産 ／ 賞味期間：常温で2年

JT 000-022

申込番号

旬の海苔詰合せ 3本入り

JT 000-023

さぬきうどん 香川県産小麦100％

山口県に古くから伝わる甘露（かんろ）
しょうゆで仕上げた味付海苔、
しそ風味が香ばしい味付海苔、
山口県産の焼のりの詰合せです。

寝ても覚めてもうどん、麺業三代九十年の味。五感を研ぎすまし精魂
込め足踏みしたうどんを、
心を込めてお届けします。

味付のり8切80枚（板のり10枚分）
×2（しょうゆ味・しそ味 各1）、焼の
り8切80枚（板のり10枚分）／ 原料原産地：海苔＝国産 ／ 賞味期
間：常温で1年

半生めん300g×5、
つゆ35ml×5 ／ 賞味期間：常温で90日

小え
※はちみつは１歳未満の乳児には与えないでください。
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小

申込番号

JT 000-024

生
（なま）
醤油

申込番号

JT 000-025

申込番号

ちゅうちゅうゼリー 6個入

JT 000-026

ひとくち餃子「博多八助」

醤油醸造400年の歴史のある小豆島で、
じっくりと熟成させ、加熱処
理をしていない搾ったままの醤油です。

完熟果汁で作ったちゅうちゅうゼリーは、柑橘本来の風味が楽しめま
す。
ちゅうちゅうすってお召し上がりください。

博多屋台風のかわいいひとくちサイズの餃子。
カリッと焼いて、具は
皮はモチモチ、
美味しい食感をお楽しみください。
ジューシー、

720ml×2 ／ 賞味期間：常温で2年

温州みかん・伊予柑・カラマンダリン・清見タンゴ―ル・はれひめ・夏み
かん 各175ｇ ／ 賞味期間：常温で90日

250g（25個）
×4、
たれ・ラー油・柚子こしょう 各8個 ／ 賞味期間：冷蔵
で10日

小

チ小
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申込番号

JT 000-027

博多もつ鍋

醤油味 4人前

申込番号

JT 000-028

黒糖ドーナツ棒

申込番号

60本

JT 000-029

長崎松翁軒カステラ 2本

あとはキャベツとニラを入れるだけ。博多もつ鍋あごだし醤油味に、
し
めのちゃんぽん麺がついています。

国内産小麦粉・国内産黒糖を使用し、外はサクッと、
中はしっとり食感
と口どけの良さが特徴の、
棒状のドーナツです。

天和元年創業、
しっとりふんわりとした優しい味わいのカステラです。

ガーリックフレーク・唐辛子
もつ鍋（牛もつレトルト200g、
スープ55g、
付）
・半生ちゃんぽん麺100g 各2 ／ 賞味期間：常温で90日

60本 ／ 賞味期間：常温で120日

小卵

小

小卵
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350g×2 ／ 賞味期間：常温で19日

グルメ
日本全国のおいしいものや名品など、

申込番号

JT 000-030

申込番号

ボイル北海縞海老

JT 000-031

秋鮭切身

ボイル北海縞海老120g ／ 原産地：北海
道 ／ 消費期間：冷蔵で5日

秋鮭切身70g×5 ／ 原料原産地：秋鮭
＝北海道 ／ 賞味期間：冷蔵で6日

チえ

チ

選りすぐりしたラインナップ。
海鮮品、
和牛、ハム、スイーツ、お酒と幅広く
バラエティ豊かにお届けします。

申込番号

JT 000-032

申込番号

鳥取和牛 切り落とし

JT 000-033

米澤豚一番育ち 焼肉用

切り落とし250g、牛脂付 ／ 原産地：鳥
取県 ／ 消費期間：冷蔵で5日

モモ400g ／ 原産地：山形県 ／ 消費期
間：冷蔵で5日

チ

チ
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グルメ
申込番号

JT 000-034

申込番号

みやざき地頭鶏 炭火焼き鳥
炭火焼き鳥150g ／ 賞味期間：冷蔵で45
日

チ

JT 000-035

バルナバハム
農 家 のベーコン＆ 生 ハム・
ベーコンセット

燻製生ハム・燻製生ベーコン各40g、農
家のベーコン160g ／ 賞味期間：冷蔵で
30日

申込番号

JT 000-036

ふくひろ 辛子明太子
辛子明太子140g ／ 原料原産地：すけと
うだらの卵巣＝北海道 ／ 賞味期間：冷
蔵で12日

チ小

チ

申込番号

JT 000-037

申込番号

名古屋よしだ麺 カレーうどん
細うどん240g×3、粉末カレースープ25g
×6 ／ 賞味期間：常温で1年

小

JT 000-038

博多ラーメンセット
半生麺100g×8、
とんこつスープ31.5g×
6、
とんこつ味噌スープ40g×2、紅しょう
が・ごま 各8袋 ／ 賞味期間：常温で60
日

小
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申込番号

JT 000-039

飛騨牛ミンチカレー
飛騨牛ミンチカレー180g×3 ／ 原料原
産地：牛肉＝岐阜県 ／ 賞味期間：常温
で2年

小乳

グルメ
申込番号

JT 000-040

申込番号

信州戸隠そば詰合せ
霧巻そば160g×4、茶そば160g×3、
そば
つゆ15ml×12 ／ 賞味期間：常温で1年

小そ

申込番号

信州青木

ゆめぴりか3kg ／ 原産地：北海道
※10月31日までのお申し込みは、2021年
度産米をお届けいたします。
※11月1日からのお申し込みは、2022年
度産米をお届けいたします。

JT 000-043

申込番号

信州味噌

米味噌500g×2 ／ 賞味期間：常温で6ヵ
月

JT 000-041

北海道産 ゆめぴりか

JT 000-044

和のお茶漬け・お味噌汁セット
海老みそ汁10.3g×3、瀬戸内海産真鯛
茶漬け5.1ｇ×3、北海道産鮭茶漬け4ｇ
×3 ／ 賞味期間：常温で10ヵ月

小乳え
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申込番号

JT 000-042

特別栽培米 山形県産 つや姫
特別栽培米つや姫2kg、特別栽培米つ
や姫150g
（1合）
×2 ／ 原産地：山形県
※10月31日までのお申し込みは、2021年
度産米をお届けいたします。
※11月1日からのお申し込みは、2022年
度産米をお届けいたします。

申込番号

JT 000-045

庄内柿100％ 柿ビネガー
柿ビネガー120ml×4 ／ 賞味期間：常温
で1年
※ご注文後、21日目以降にお届けいたし
ます。

グルメ
申込番号

JT 000-046

申込番号

えごま・アマニ油セット
えごま油・アマニ油 各170ｇ ／ 賞味期
間：常温で1年6ヵ月

申込番号

JT 000-049

申込番号

小卵乳

JT 000-050

ブールミッシュ ギフトセット
ヌーヴェルガレット
（バニラ）
・ヌーヴェル
ガレット
（チョコ）
・フィナンシェ・フィナン
シェショコラ 各1個、
トリュフケーキ・ガ
トー オ マロン・マドレーヌ 各2個 ／ 賞
味期間：常温で45日

小卵乳
※パッケージが変更
になる場合がござい
ます。あらかじめご
了承ください。
17

申込番号

JT 000-048

ジャムセット

白トリュフ塩（トリュフ0.3%入）50g ／ 原
産国：イタリア ／ 賞味期間：常温で3年
※パッケージが変更になる場合がござい
ます。
あらかじめご了承ください。

デメル クライネクーヘン 12個
クライネクーヘン（フィグ・ピスタチオ）
各6個 ／ 原産国：日本 ／ 賞味期間：常
温で120日
※本商品にはアルコールが含まれていま
す。
お子さま、
アルコールに弱い方はご注
意ください。

JT 000-047

白トリュフ塩

ストロベリージャム・イチジクジャム・ア
プリコットジャム・ブルーベリージャム 各
170g ／ 原産国：フランス ／ 賞味期間：
常温で2年

申込番号

JT 000-051

クッキーアソート
（バケツ缶入り）
ココアナッツ・アーモンド・チョコチップ・
ディアマン・チーペット 各10枚 ／ 賞味
期間：常温で120日

小卵乳

グルメ
申込番号

丸山

JT 000-052

申込番号

加賀かきもち
（黒豆）

黒豆かきもち16枚 ／ 原料原産地：もち
米＝石川県 ／ 賞味期間：常温で90日

小

JT 000-053

草加煎餅詰合せ
正油・海老 各5枚、胡麻・ざらめ・唐辛
子・のり 各3枚 ／ 原料原産地：うるち米
＝国産 ／ 賞味期間：常温で90日

申込番号

JT 000-054

錦屋 佐藤錦羊羹
佐藤錦羊羹30g×5 ／ 賞味期間：常温
で6ヵ月

小え

申込番号

JT 000-055

ウェッジウッド
ワイルド ストロベリー
ティーバッグ

ウィークエンド モーニング・ピクニック・
アール グレイ フラワーズ・ファイン スト
ロベリー 各2g×9 ／ 原産国：茶葉＝イ
ンド・スリランカ・中国他 ／ 賞味期間：
常温で3年

申込番号

JT 000-056

長野県産 桃
桃900g
（3個）／ 原産地：長野県
※お届けは7月20日〜8月25日。
※お申し込みは7月15日まで。
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申込番号

JT 000-057

山形県産 サンふじりんご
サンふじりんご 秀1.5kg
（5-6個）／ 原産
地：山形県
※お届けは11月20日〜12月10日。
※お申し込みは11月15日まで。

※フルーツ商品は天候等により収穫が前後しますので、
お届け日の指定はお受けできません。
あらかじめご了承ください。

グルメ
申込番号

JT 000-058

麻布タカノコーヒー
有機レギュラーコーヒー詰合せ

有機メロウブレンド粉・有機プレミアムブレ
ンド粉 各180g、
ドリップコーヒーフィルター
（30枚入）／ 生豆生産国：コロンビア・メ
キシコ他、原産国：ドリップコーヒーフィル
ター＝日本 ／ 賞味期間：常温で1年

申込番号

申込番号

緑茶195g×10 ／ 原料原産地：茶＝静岡
県 ／ 賞味期間：常温で9ヵ月

JT 000-061

申込番号

フランス赤ワイン
フレンチ･ピナール カベルネ・ソーヴィニ
ヨン750ml
※5月1日〜9月30日は冷蔵便でお届けい
たします。

JT 000-059

エピガロカテキン冷緑茶
駿河のめぐみ

JT 000-062

ドイツ白ワイン
リースリング クヴァリテーツヴァイン ス
ウィート750ml
※5月1日〜9月30日は冷蔵便でお届けい
たします。

ぶどう品種

カベルネ・ソーヴィニヨン

ぶどう品種

リースリング

ボディ

ミディアムボディ

ボディ

ミディアムボディ

飲み口

甘● ● ● ● ●辛

飲み口

甘● ● ● ● ●辛

適温

16〜 18℃

適温

8〜 10℃

合う料理

肉料理、チーズ

合う料理

アペリティフ、
デザート

GE R M A N Y

F R A NC E
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申込番号

JT 000-060

純米吟醸 霞城寿
純米吟醸酒720ml ／ 原材料：米、米麹
／ 原料原産地：米・米麹＝国産 ／ アル
コール分：15度 ／ 日本酒度：＋2（やや
辛口）

申込番号

JT 000-063

イタリアスパークリングワイン
ミレジマート・ブラン・ド・ブラン750ml
※5月1日〜9月30日は冷蔵便でお届けい
たします。
ぶどう品種

グレーラ

ボディ

ライトボディ

飲み口

甘● ● ● ● ●辛

適温

6〜 7℃

合う料理

アペリティフ、魚 介 料 理、豚
肉・鶏肉料理

I TA LY
※20歳未満の方はお酒のお申し込みはできません。

キッチン
食卓を彩るカラフルな海外ブランド

申込番号
申込番号

JT 000-064 ローズクオーツ
JT 000-065 ソレイユ

チェリー

ル・クルーゼ ラウンド・プレート

申込番号
申込番号

JT 000-066 チェリー
JT 000-067 ブルー

ストウブ セラミックボウルS

サイズ（約）
：直径19×高さ2.5cm ／ 材質：ス
トーンウェア ／ 中国製
〈電子レンジ可〉
〈オーブン可〉

サイズ
（約）
：直径12×高さ6cm、容量400ml ／
材質：セラミック
（耐熱陶器）／ 中国製
〈電子レンジ可〉
〈オーブン可〉

の食器や、アイデアの詰まった調理
器具、キッチンで重宝する必需品な
ど。バラエティ豊かな一品を集めま
した。たくさんの方に喜んでいただ

ローズクオーツ

ける品々です。

ソレイユ

申込番号

JT 000-068

ヘンケルス ペティナイフ
サイズ（約）
：全長24・刃渡り13cm ／ 材
質：刃部＝特殊ステンレス鋼、ハンドル
部＝ポリプロピレン ／ 日本製

ブルー

申込番号
申込番号

マックマー ティーフリー
サイズ（約）
：直径7×高さ22cm、容量500ml
／ 材質：本体・蓋＝飽和ポリエステル、
シリコ
ン、
ステンレス ／ 中国製

ピンク
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JT 000-069 ピンク
JT 000-070 ブラウン

ブラウン

キッチン
申込番号
申込番号

JT 000-071 鉄砂
JT 000-072 黄釉

煮るクック
サイズ（約）
：幅15×奥行13×高さ
（蓋含む）
12cm ／ 材質：磁器 ／ 日本製
〈電子レンジ可〉

鉄砂

申込番号

申込番号

サイズ
（約）
：
（幅32×奥行21.5×厚さ0.5
cm）
×2 ／ 材質：ポリプロピレン ／ 日本製

黄釉

掛ける

JT 000-075

申込番号

貝印 キッチン鋏
サイズ（約）
：幅22×奥行8.5×高さ4cm
（ケースセット時）／ 材質：刃・シール
ドライバー
カッター＝ステンレス刃物鋼、
＝スチール
（ニッケルメッキ）、
ハンドル＝
ABS樹脂、ケース＝スチロール樹脂 ／
日本製

JT 000-073

ツーウィングボード2枚セット

JT 000-074

みじん切り器
サイズ（約）
：幅21×奥行18×高さ18cm
／ 材質：AS樹脂、
ポリエチレン、ABS樹
脂、
ジュラコン樹脂、
ハイカーボンステン
レス鋼、ポリプロピレン ／ 1回の最大量
＝たまねぎの場合200g ／ 日本製

立てる

JT 000-076

関孫六 ダイヤモンド＆
セラミックシャープナー

サイズ（約）
：幅5×奥行14×高さ5.5cm
／ 材質：本体＝ABS樹脂、砥石＝ダイ
ヤモンド砥石・アランダム系セラミック砥
石、透明カバー＝AS樹脂・ABS樹脂、滑
り止め＝熱可塑性エラストマー ／ 鋼・ス
テンレス包丁対応、両刃用 ／ 日本製
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申込番号

申込番号

JT 000-077

関孫六

小三徳包丁

サイズ（約）
：全長27.5・刃渡り14.5cm
／ 材質：刀身＝ハイカーボンステンレス
刃物鋼、柄＝ナイロン・ポリプロピレン
／ 日本製

キッチン
申込番号

JT 000-078

柳宗理
パンチングストレーナー

サイズ
（約）
：直径16×高さ6cm ／ 材質：
18−8ステンレス ／ 日本製

申込番号

JT 000-079

申込番号

フライパン20cm

C

サイズ（約）
：直径20×深さ4.5×全長
37.5cm ／ 材質：本体＝アルミニウム合
金（内面フッ素樹脂塗膜加工、外面耐
熱塗装）、
はり底＝ステンレス、取っ手＝
フェノール樹脂 ／ 内面ダイヤモンドコー
ト ／ 韓国製
〈電磁調理器可 200V〉
A

申込番号

JT 000-081

リュミナルク
ジャムポット4個セット

サイズ
（約）
：
（直径10×高さ9.5cm、容量
ポリエ
420ml）
×4 ／ 材質：ソーダガラス、
チレン ／ フランス製
※密閉性はありません。

申込番号

JT 000-082

藍小町 小鉢揃
サイズ
（約）
：
（直径14.5×高さ4.5cm）
×5
／ 材質：磁器 ／ 日本製
〈電子レンジ可〉
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JT 000-080

イワキ ボウル3点セット
サイズ（約）
：A＝
（直径11.5×高さ6cm、
容量250ml）、B＝
（直径14.5×高さ7cm、
容量500ml）、C＝（直径18×高さ8cm、
容量900ml）／ 材質：耐熱ガラス ／ タ
イ・中国製
〈電子レンジ可〉
〈オーブン可〉
B

申込番号

JT 000-083

美濃焼 しずく
ケーキ皿5枚セット

サイズ（約）
：
（幅16.5×奥行14.5×高さ
2cm）
×5 ／ 材質：磁器 ／ 日本製
〈電子レンジ可〉

ヘルス
毎日心がけたい、健康に役立つアイ

申込番号

JT 000-084

申込番号

タニタ ヘルスメーター

JT 000-085

オムロン 電子体温計

サイズ
（約）
：幅27.5×奥行27×高さ5cm
／ 重量（約）
：1.6kg ／ 材質：ABS樹脂、
AS樹脂、
スチール ／ 最大計量＝130kg、
最小目盛＝1kg単位 ／ 中国製

テム。気軽に運動できるものや、手
軽にできるセルフケア用品などをお
届けします。大切な方のため、自分

サイズ（約）
：幅3×全長11×厚さ1cm ／
重量（約）
：18g（ 乾電池含む）／ 材質：
（テスト
ABS樹脂 ／ コイン電池1個使用
用付属）、電池交換可能、20秒予測+実
測検温10分、
お知らせブザー、
はさみや
すいフラット感温部、
オートパワーオフ、
わき専用 ／ 付属品：収納ケース ／ 医
療機器認証番号：225ACBZX00050000
／ 中国製

のためのヘルスケアに。
申込番号

JT 000-086

申込番号

ロゼンスター
グロスネイル&オイルセット

グロスネイル＝サイズ（約）
：幅9×奥行
1.5cm ／ 材質：特殊加工ガラス ／ 1本で
爪を磨く・削る・整えるが可、
丸洗い可 ／
付属品：保存用ハードケース ／ 中国製
ネイルオイル＝内容量
（約）
：3ml ／ 台湾製
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JT 000-087

ロゼンスター
フェイスシェーバー

サイズ
（約）
：幅1.4×奥行1.6×高さ14cm
／ 重量（約）
：19g ／ 材質：ABS樹脂、
ス
テンレス ／ フェイス用25mm刃、
マユ用
5mm刃、単4乾電池1個使用（テスト用
付属）／ 付属品：掃除用ブラシ、携帯用
ポーチ ／ 中国製

※モデルチェンジの際は、
商品を変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

ヘルス
申込番号

JT 000-088

オムロン
音波式電動歯ブラシ

サイズ(約)：直径1.5×全長19cm ／ 重量
（約）
：36g ／ 材質：ABS樹脂 ／ 単4乾
電池1個使用
（テスト用付属）、水洗い可
／ 18,000回/分の高速音波振動 ／ 中
国製

申込番号

申込番号

JT 000-091

申込番号

JT 000-092

エアなわとび

JT 000-090

サイズ
（約）
：幅28×奥行51.5×高さ8cm
／ 重量（約）
：550g ／ 材質：ポリプロピ
レン、
熱可塑性エラストマー ／ 台湾製

申込番号

JT 000-093

ネイルピーラー

サイズ
（約）
：直径2.6×全長18.5cm、
ロー
プ長さ20cm ／ 重量（約）
：140g ／ 材
質：塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、発泡ポ
リウレタン ／ カウンター機能＝回数・
距離・カロリー・時間・ストップウォッチ、
ボタン電池（LR44）1個使用
（テスト用付
属）／ 中国製
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申込番号

ボディトリマー

サイズ（ 約 ）
：幅 2 5×奥 行 2 0×高さ
：768g ／ 材質：ポリ
19.5cm ／ 重量（約）
プロピレン、ABS樹脂 ／ 大型ポケット・
ボックス、小物立て付、小物トレー、
引き
出し ／ 日本製

ヨガマット
サイズ
（約）
：幅173×長さ61×厚さ0.4cm
／ 重量（約）
：900g ／ 素材：ポリ塩化ビ
ニル ／ 中国製

JT 000-089

救急箱

サイズ（約）
：幅6×奥行5×高さ2cm ／
材質：本体=ABS樹脂、研ぎ部＝ステン
レス、仕上部＝ダイヤモンド粒子（炭素
鋼）、
ポーチ＝綿 ／ 付属品：専用ポーチ
／ 日本製

※モデルチェンジの際は商品を変更させていただく場合がございますので、
あらかじめご了承ください。

インテリア

申込番号

JT 000-094

申込番号
申込番号

ウィルトン織玄関マット

JT 000-095 クリーンコットン
JT 000-096 フレッシュカットローズ

ヤンキーキャンドル

サイズ（約）
：50×80cm ／ 素材：ポリプ
ロピレン100% ／ エジプト製

サイズ（約）
：直径6×高さ8.5cm ／ 材質：キャ
ンドル＝パラフィン、
ガラスジャー＝ガラス ／ ア
メリカ製

暮らしを豊かにしてくれる、便利で
日常使いにちょうどよいアイテムを
集めました。こだわりの日用品を使っ
て楽しく、彩りのある、ときに役立

クリーンコットン

フレッシュカットローズ

つ品々です。
申込番号
申込番号

JT 000-097 ブラウン
JT 000-098 ナチュラル

マグ インテリアウォールクロック

ブラウン

サイズ
（約）
：直径25×奥行4cm ／ 重量（約）
：
ガラス ／ 単3乾電池
380g ／ 材質：ABS樹脂、
1個使用
（別売）／ 中国製

ナチュラル
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申込番号

JT 000-099

オープンラック
サイズ（ 約 ）
：幅 16 . 5×奥 行 15×高さ
32cm ／ 重量（約）
：1.1kg ／ 材質：繊維
：全体3kg、
板（無塗装）／ 耐荷重（約）
天板1kg、1段につき1kg ／ 縦置・横置兼
用 ／ 日本製
〈組立式〉

インテリア
申込番号

JT 000-100

申込番号
申込番号

マグ デジタルアラームクロック

パニエデサンス ボディミルク

サイズ
（約）
：幅9×奥行5×高さ9.5cm ／
重量
（約）
：120g ／ 材質：ABS樹脂 ／ 温
タッチセン
度湿度表示、
カレンダー表示、
サー式ライト、
電子音アラーム、
スヌーズ、
単4乾電池2個使用
（別売）／ 中国製

内容量
（約）
：250ml ／ フランス製

ローズ

申込番号

サイズ（約）
：
（34×75cm）
×2 ／ 素材：
綿100％ ／ 日本製

申込番号

JT 000-103

プランツパワークォリティ
フェイスタオル2枚セット

サイズ（約）
：
（34×80cm）
×2 ／ 素材：
綿100％ ／ 日本製

プロバンス

JT 000-104

しまなみ匠の彩 白桜
フェイスタオル2枚セット

JT 000-101 ローズ
JT 000-102 プロバンス

申込番号

JT 000-105

西川 バスタオル
サイズ（ 約 ）
：6 0×10 0 c m ／ 素 材：綿
100％ ／ 日本製

認定番号：第2016-687号
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申込番号

JT 000-106

奏 バスタオル
サイズ（ 約 ）
：6 0×12 0 c m ／ 素 材：綿
100％ ／ 日本製

メンズファッション

申込番号
ダークブラウン

申込番号

JT 000-107 ブラック
JT 000-108 ダークブラウン

申込番号

南信州ベルト工房 ベルト

サイズ
（約）
：幅3×全長125cm（ウエスト
113cmまで対応）／ 素材：合成皮革 ／
仕様：ピン式 ／ 中国製

サイズ（約）
：幅3×全長109cm（ウエスト98cm
まで対応）／ 素材：牛革（裏面＝合成皮革）
／ 仕様：フィットバックル式 ／ 日本製

さりげないセンスが光る、大人のメ

JT 000-109

アッシュエル ベルト

ンズアイテム。日本の熟練職人によ
り作られた一品や、スタイリッシュ
でデザイン性のある海外ブランド品

ブラック

などをお届けします。おしゃれで日
常使いに便利なアイテムたちです。

申込番号

ブラック

JT 000-110

JT 000-111 ブラック
JT 000-112 ネイビー

カンゴールスポーツ
ショルダーバッグ

サイズ
（約）
：25×14×マチ6.5cm ／ 重量
（約）
：150g ／ 素材：ポリエステル（付
属＝合成皮革）／ 仕様：ファスナー開閉
／ 中国製

サイズ
（約）
：21.5×22×マチ3cm ／ 重量（約）
：
145g ／ 素材：合成皮革、ポリエステル ／ 仕
様：ファスナー開閉、外＝オープンポケット×1、
内＝オープンポケット×1 ／ 中国製

ネイビー
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申込番号
申込番号

デービッド・ヒックス
ボディバッグ

メンズファッション
申込番号

JT 000-113

申込番号
申込番号

カンサイセレクション
セカンドバッグ

JT 000-114 ブラック
JT 000-115 ブラウン

JT 000-118

サイズ（約）
：8×10.5×厚さ2cm ／ 素材：合成
皮革、ポリエステル ／ 仕様：小銭入（仕切り
付）
×1・オープンポケット×2 ／ 中国製

ブラウン
ブラウン

裏面

申込番号

JT 000-116 ブラック
JT 000-117 ブラウン

アッシュエル 小銭入れ

サイズ（約）
：11×6.5cm ／ 素材：合成皮革 ／
仕様：パス入×2 ／ 中国製
※非接触型機能は付いておりません。

ブラック

申込番号
申込番号

チェルベ 両面パスケース

サイズ（約）
：15×24×マチ6cm ／ 重量
（約）
：140g ／ 素材：ポリエステル、合
成皮革 ／ 仕様：ファスナー開閉、内＝
オープンポケット×2、ストラップ（脱着
式）／ 中国製

リンクス 二つ折財布

ブラック

申込番号

ブラック

申込番号

JT 000-119 ブラウン
JT 000-120 ブラック

カンサイセレクション 小銭入れ

サイズ
（約）
：9.5×11.5×厚さ2.5cm ／ 素
材：牛床革（内側＝合成皮革）／ 仕様：
オープ
札入×2、
小銭入×1、
カード入×4、
ンポケット×3 ／ 中国製

サイズ（約）
：7.5×6.9×厚さ1.5cm ／ 素材：牛
床革 ／ 仕様：ホック開閉、小銭入×1、
オープ
ンポケット×1 ／ 中国製

ブラウン
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申込番号

JT 000-121

ファルコン
リストウォッチ（シチズン時計（株）製）

サイズ（約）
：直径3.9×厚さ1.2cm ／ 材
質：本体＝ABS樹脂、ベルト＝ポリウレ
タン ／ 10気圧防水、電池式 ／ 中国製
（ムーブメント＝日本製）

レディスファッション

ピンク

申込番号
申込番号

JT 000-122 ピンク
JT 000-123 パープル

黒×ベージュ

草木染ウールコットンマフラー

申込番号

JT 000-124 黒×ベージュ
JT 000-125 黒×赤

ガマ口財布

サイズ（約）
：幅35×全長100cm（フリンジ含
毛45％ ／ 日本製
む）／ 素材：綿55％、

エレガントな大人に贈る、心地よい

申込番号

サイズ（約）
：8×9×厚さ2cm ／ 素材：本体＝
ちりめん（ポリエステル）
・鹿革、柄＝漆 ／ 仕
様：口金開閉 ／ 日本製

こだわりを持ちながら自分らしさを
演出するアイテム。優雅で格調高い
海外ブランド品や日本のデザイナー

パープル

黒×赤

ブランド品など、多彩なラインナッ
プをお届けします。

申込番号
申込番号

ピンク

申込番号

JT 000-126 ピンク
JT 000-127 ブルー
JT 000-128 ベージュ

マデーラ キーリング付き小銭入れ
ブルー

サイズ
（約）
：7.5×10×厚さ1cm ／ 素材：牛革、
合成皮革 ／ 仕様：小銭入・オープンポケット・
キーリング 各1 ／ 中国製
※お届けする商品により、柄の位置や風合い
が異なります。

ベージュ
裏面
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鹿革に漆で描かれた文様

申込番号

JT 000-129

イルムス 長財布
サイズ
（約）
：9×19×厚さ2.5cm ／ 素材：
合成皮革 ／ 仕様：札入×1、
ファスナー
式小銭入×1、カード入×2、オープンポ
ケット×3 ／ 中国製

レディスファッション
申込番号

JT 000-130

申込番号

ミントン 手提げバッグ

JT 000-131

申込番号
申込番号

ミントン ポーチ

サイズ（約）
：16×17.5（ 最大24）
×マチ
：60g ／ 素材：ポリエ
6.5cm ／ 重量（約）
ステル
（ポリ塩化ビニルコーティング）／
仕様：ファスナー開閉、
ハンドル
（片側取
り外し可）／ 中国製

JT 000-132 ピンク
JT 000-133 ラベンダー

ポーチ

サイズ（約）
：13×19×マチ6cm ／ 素材：
ポリエステル
（ポリ塩化ビニルコーティン
内＝オープ
グ）／ 仕様：ファスナー開閉、
ンポケット×1 ／ 中国製

サイズ（約）
：14.5×12×マチ1.5cm ／ 重量
（約）
：35g ／ 素材：ポリエステル ／ 仕様：ファ
持ち手着脱可 ／ 日本製
スナー開閉、
※商品により、柄の出方が多少異なりますの
で、
ご了承ください。
ラベンダー
ピンク

ピンク

申込番号
申込番号

JT 000-134 ピンク
JT 000-135 ベージュ

ローズ ユミ ローズ バイ カツラユミ
ポーチ

申込番号
申込番号

JT 000-136 グレー
JT 000-137 ホワイト

ノーマ・ジーン パールネックレス

グレー

サイズ
（約）
：全長42cm、7mm珠 ／ 材質：ガラ
（グレー＝ロジウムメッキ、
ホ
スパール、真ちゅう
ワイト＝金色メッキ）／ 日本製

サイズ
（約）
：23×18cm ／ 素材：ポリエステル ／
仕様：巾着開閉 ／ 中国製

ホワイト
ベージュ
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申込番号

JT 000-138

ユキコ ハナイ
プチラメパールペンダント

サイズ（約）
：全長52cm（アジャスター
5cm含む）、ヘッド2.7×1.5cm、6・8mm
珠 ／ 材質：プラスティックパール、ガラ
、
CCBパーツ
ス、
真ちゅう
（ゴールドメッキ）
（ゴールドメッキ）／ 日本製

オリジナル
フレーム
切手
日本郵便株式会社のキャラクター
である
「ぽすくま」のかわいいポーズ
が 2 種類楽しめる、株主さまご優待
カタログギフト限定のフレーム切手

申込番号

シートです。

JT 000-139

株式会社ゆうちょ銀行 株主さまご優待カタログギフト 限定
「ぽすくまと仲間たち」
オリジナルフレーム切手

フレーム切手
〔84円切手
（シールタイプ）
10枚〕
×1シート

※商品デザインおよび写真はイメージです。
実際の商品と異なる場合があります。
※
「フレーム切手」
は日本郵便株式会社の登録商標です。
※ぽすくまと仲間たちは日本郵便株式会社のキャラクターです。
※本フレーム切手は有償譲渡を禁止します。
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寄付
ESG（環境、
社会、
ガバナンス）
やSDGs
（持続可能な開発目標）への取り組みと
して、寄付コースを設けています。株主
さまの“想い”をさまざまな活動の場へ
お届けします。
●寄付は株主さまへのカタログギフト商品のお届け
に代え、
ご選択いただいた団体に株式会社ゆうちょ銀行
が2,700円を寄付させていただくもので、株主さまに
新たなご負担をいただくものではございません。
●株主さまへの領収書の発行はいたしかねますの
で、
あらかじめご了承ください。
●このカタログギフトを通じて寄せられた個人情報
は、各団体には提供されません。
●各団体へ寄付した結果は、株式
会社ゆうちょ銀行のWEBサイト
でお知らせする予定です。

申込番号

JT 000-140

申込番号

社会福祉法人中央共同募金会
（赤い羽根共同募金）へ寄付
こちらをご選択いただいた場合、株主さまに代わ
り、株式会社ゆうちょ銀行が、赤い羽根共同募金
の活動資金として寄付いたします。
「赤い羽根共同募金」
は、
誰もが住み慣れた地域で
安心して暮らすことができるよう、
さまざまな地域
福祉の課題を解決する福祉活動や災害時の被災
地支援にも役立てられます。
皆さまのご支援をよろしくお願いいたします。
32

JT 000-141

申込番号

JT 000-142

認定NPO法人カタリバ（認定特定
非営利活動法人カタリバ）へ寄付

公益社団法人国土緑化推進機構
へ寄付

こちらをご選択いただいた場合、株主さまに代わ
り、株式会社ゆうちょ銀行が、認定NPO法人カタ
リバ
（認定特定非営利活動法人カタリバ）
の活動
資金として寄付いたします。

こちらをご選択いただいた場合、株主さまに代わ
り、株式会社ゆうちょ銀行が、公益社団法人国土
緑化推進機構の活動資金として寄付いたします。

カタリバは、生まれ育った環境に関係なく、
日本の
すべての子どもたちが未来を切り拓けるように、安
心できる居場所と多様な学びの機会を届けている
教育NPOです。
国内7カ所の施設とオンラインを通
じて、
年間10万人を支援しています。

きれいな空気、
おいしい水、心身の癒し、地球温暖
化の防止など、森林はわたしたちの豊かな生活を
支え、多くの恵みを与えてくれます。皆さまのご協
力は「緑の募金」
を通して、
身近な地域や国内外
の森づくりにつながり、
さまざまな
「森づくり・人づ
くり」
活動の活性化に活かされます。

ゆうちょ銀行
株主優待カタログお客さまセンター
TEL ０８００−１７０−１２２２
※受付時間：10:00 〜 17:00
（年始 1 月１日〜 1 月 3 日は休業いたします。）

〈個人情報の取り扱いについて
（株式会社郵便局物販サービス）
〉
商品のお申し込みの際にお客さまよりいただきました個人情報につきましては、商品発送および発送報告などの、
弊社の業務以外の目的で使用することはございません。またその情報は一定期間厳重に保管・管理し、その後安全
に廃棄いたします。商品の梱包発送やデータ入力、および産地直送・メーカー直送で業務委託を行う場合がござい
ますが、個人情報保護契約を締結した適切な業者に委託し、適切な管理を行います。第三者に情報を提供・譲渡す
ることはございません。開示・訂正・抹消をご希望の場合はフリーコールまでご連絡をお願いいたします。

