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1万3千ポイント

ラ・パウザ
レインフォレスト認証ドリップトップ珈琲

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。

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

ポスト
投函

6千ポイント

はまやカレーの
本格カレーキット

冷凍

国産黒毛和牛サーロインステーキ
宮のたれ付き

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

黒毛和牛のサーロインステーキとこ
だわりの「宮のたれ」をセットでお届け。

5千ポイント

自家製ジャンボ餃子

甘太郎本店名物　自家製ジャンボ餃
子。肉汁たっぷりのアツアツ餃子を是非
ご賞味ください。

4千ポイント

大豆で作ったアジアンライス
3種セット

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

お肉を一切使用せずに【ガパオ】・【キー
マカレー】・【タコライス】を美味しくヘル
シーに再現しました。

4千ポイント

ラ・パウザ
3種パスタソース

具材も入ったラ・パウザのパスタソース
を3種類ご用意いたしました。
茹で立てのパスタと合わせてお召し上
がりください。

6千ポイント

冷凍

ゆめの大地豚と
生つくねの火鍋キット

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

特製の火鍋だしで召し上がるお鍋のキットをご
用意しました。
北海道産ゆめの大地豚と生つくね、お好みの具
材を入れてアツアツのお鍋をお楽しみください。

6千ポイント

冷凍

バンノウ水産
海鮮丼キット

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

キハダ鮪・びんちょう鮪・銀鮭をゴロっと
角切りにしました。韓国風たれはユッケ
丼に、ハワイ風たれはアヒポキ丼にして
お召し上がりください。

横浜ランドマークタワー1階のはまや
カレー。お店の味をご家庭でもお楽し
みください。

シルスマリア
生チョコレート3種

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）を詰め合わ
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

大戸屋の特選米

大戸屋のお米を、2kg3袋でお届けし
ます。

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

常温
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

ステーキ宮
ハンバーグと宮のたれのセット
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
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
冷凍

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

冷凍

6千ポイント

フレッシュネスバーガーをご家庭で作
れるハンバーガーキットです。お好み
でトマトやレタスを挟んでお召し上が
りください。2種類のスープ付きです。

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

アラビカ種100％   ブラジルRA  8g粉×16パック
賞味期限：12か月
※ポスト投函でのお届けです

黒毛和牛サーロインステーキ　250g×2枚
宮のたれ×2袋
賞味期限:冷凍180日

ジャンボ餃子 15個×３パック
賞味期限:冷凍180日

大豆で作ったガパオ×２パック
大豆で作ったキーマカレー×２パック
大豆で作ったタコミート×２パック
賞味期限:冷凍にて365日 

魚介のペスカトーレソース×２パック
蒸し鶏とインゲンのジェノバクリームソース×２パック
きのこのミートクリームソース×２パック
賞味期限:冷凍365日 

火鍋スープ（2倍希釈）　400g×１パック
ゆめの大地豚ロース　200g×１パック
ゆめの大地豚バラ　200g×１パック
豚つくね（生）　200g×１パック
賞味期限:冷凍180日　

海鮮ダイス　200g×２パック
　　　　   （キハダ・ビンチョウ・銀鮭）
ハワイ風漬けだれ×２パック　
韓国風漬けだれ×２パック
賞味期限:発送日より冷凍にて10日

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4週間（製品箱に記載）

大戸屋　特選米 2kg×3袋
※高温・多湿・直射日光をさけ、涼しい場所に
保管して下さい。

ハンバーグ 150g×６パック
宮のたれ×1パック（6袋入り）
賞味期限：冷凍180日

クラシックバーガーパティ　3枚×２パック
冷凍ゴマバンズ　6個×1パック
ベジタブルスープ×３パック
北海道コーンスープ×３パック
賞味期限：冷凍120日

和風（カレー）×３パック
バターマサラ（カレー）×３パック
タンドリーチキン（具材）×１パック（3個入り）　
ふんわりハンバーグ（具材）×１パック（3個入り）
賞味期限：冷凍180日

フレッシュネスバーガーの
クラシックバーガーキット

ハンバーグと「宮のたれ」をセットにし
てお届け。ご家庭でお店の味をお楽し
みいただけます。

2 3
インステーキ ゆめの大地豚と バンノウ水産 フレッシュ
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株主様ご優待商品申込書株主様ご優待商品申込書
株主様ご優待ポイントでお申込みいただけます。是非、お試しください。株主様ご優待ポイントでお申込みいただけます。是非、お試しください。株主様ご優待ポイントでお申込みいただけます。是非、お試しください。

申込期間 2023年1月～6月末日

Stockholder preferential

treatment commodity

COLOWIDE

2023.1~6

COLOWIDE CO.,LTD.

アラビカ種100％
賞味期限：12か
※ポスト投函での

大豆で作ったガパオ×２パック
大豆で作ったキーマカレー×２パック
大豆で作 たタ ミート×２パック

日 

魚介の スカト レソ ス×２パック
蒸し鶏とインゲンのジェノバクリームソース×２パック
きのこのミートクリームソース×２パ ク
賞味期限:冷凍365日 

粒 1箱

品箱に記載）
大豆で作ったタコミート×
賞味期限:冷凍にて365日

ース×２パック

CCOLOWIDE DE 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。



2023年6月30日消印有効
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。

＊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ください。

株主様ご優待商品申込書

【ご注文方法】

〒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［（株）コロワイド株主様ご優待係］宛

必要事項をご記入の上、本申込書を下記宛先までご郵送ください。

＊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、お申込みください。
＊株主様ご優待カードは同封しないでください。（お手元に大切に保管してください）
＊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お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ください。

●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ください。
●お届け日時のご指定はできません。商品がご用意でき次第の発送となります。なお、お届けには 　　　程度かかる場合もございます。
●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ください。
●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。

3週間

郵送先

ht tps : //www.co lowide .comインターネット

●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。

※有効期限が2022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ください。

ＴＥＬ 営業時間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

【お申込日】 年　　　　　月　　　　　日

ご登録株主様名

ふりがな お電話番号 ー ー

【株主様情報】
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。

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

① 国産黒毛和牛サーロインステーキ　宮のたれ付き 1万3千ポイント
② ゆめの大地豚と生つくねの火鍋キット 6千ポイント
③ バンノウ水産　海鮮丼キット　 6千ポイント
④ フレッシュネスバーガーのクラシックバーガーキット 6千ポイント
⑤ はまやカレーの本格カレーキット 6千ポイント
⑥ 自家製ジャンボ餃子 5千ポイント
⑦ ステーキ宮　ハンバーグと宮のたれのセット 5千ポイント
⑧ 大戸屋の特選米 5千ポイント
⑨ シルスマリア　生チョコレート3種 5千ポイント
⑩ ラ・パウザ　3種パスタソース 4千ポイント
⑪ 大豆で作ったアジアンライス　3種セット 4千ポイント
⑫ ラ・パウザ　レインフォレスト認証ドリップトップ珈琲 2千ポイント

【ご希望商品】


