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株主優待制度の変更（拡充）に関するお知らせ
当社は、年４回の株主優待のうち年２回は６月 30 日および 12 月 31 日を基準日とする株主優
待として、東北地方の名産品詰合せ（商品 3,000 円相当、送料 1,400 円相当は当社負担）をお送
りしております。2019 年 12 月末日基準の株主優待から、新しく２コース追加して、８コースか
らお好きな１コースをお選びいただけるように変更しておりましたが、この度、2020 年６月末
日基準の株主優待から新しく当社グループ会社となりました株式会社ハイブリッドラボ（以下、
「ＨＬ社」とする。）の商品を追加することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
なお、当社は上記の他、３月 31 日および９月 30 日を基準日とする株主優待として、EC サイ
ト「ご当地こわけ」にてご使用いただけるクーポン券 2,500 円分１枚をお送りしております。
記
１． 変更（拡充）の理由
当社は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、社会貢献事業（東日本大震災の復
興支援）の一環として、現在は年４回の株主優待制度を設けております。６月 30 日および 12
月 31 日を基準日とする株主優待は、復興支援を目的として、東北地方の名産品の詰め合わせ
（商品 3,000 円相当、送料 1,400 円相当は当社負担）をお送りしております。これまでに、累
計約 134,000 セット（2019 年 12 月 31 日基準日の株主優待分を含む）を株主の皆様にお届け
してまいりました。３月 31 日および９月 30 日を基準日とする株主優待は、６次産業化支援・
地域創生支援を目的として『ご当地こわけ』にてご利用できるクーポン券（2,500 円分）をお
送りしております。
今回、追加する株主優待品のメーカーである株式会社ハイブリッドラボは、当社の 100％子
会社であり、2020 年６月 12 日に宮城県石巻市において水産加工事業を行っていた有限会社マ
ルセ秋山商店の不動産を引き継ぐと同時に、本社を宮城県石巻市へ移転し、ＨＬ社の事業（食
品加工技術の研究開発事業、食品加工事業）を本格的に開始いたしました。当社は、工期の長
い商業施設や食品加工工場等のエンジニアリング案件を増やし、食品安全衛生の規格である
HACCP や FSSC22000 等の取得を前提とした物件においても数多くの施工実績を出し、電気、空
調、給排水、冷凍冷蔵など専門的な設備の技術力を持つグループ会社を増やしてまいりまし
た。ＨＬ社はこれらの経験や技術力を結集し、時代に向けたプラスアルファの価値を生み出せ
る「ラボ（研究所）
」として新たなる技術の研究開発を行い、その技術を使い食品加工を行う
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予定にしております。例えば、
「ハイブリッドアイス」の鮮度維持の技術をＨＬ社の水産品や
水産加工品に活用し、鮮度を維持したまま、日本の食品をアジアに輸出することにより、将来
は日本とアジアの架け橋となってまいります。
また、飲食業界も今回のコロナ禍において業態転換を余儀なくされています。客席の無い配
達やテイクアウト専門の店が増えている中で、鮮度維持の技術を活用できるクラウドキッチ
ンの運営も開始する予定です。新しい時代の飲食店事業のパッケージを当社とＨＬ社にて構
築し、それにより生産者支援やスタートアップ企業を支援し、全体として飲食業界を盛り上げ
ていきます。
今までコース数の増加やコース内容の充実等を図って参りましたが、今回は、ＨＬ社の水産
加工品を是非株主の皆様にもご賞味いただきたいという想いから株主優待のコースに、ＨＬ
社の商品を追加することといたしました。これからも株主の皆様にお喜びいただける魅力あ
る株主優待制度を追求して参ります。
２． 変更（拡充）の内容
コース内容（予定）
・宮城県産 殻付きホタテ貝柱・・・４枚
・宮城県産 ホタテ貝柱（大 玉）・・４粒
・宮城県産 ホタテ貝柱（小 玉）・・200 グラム
注) ホタテ貝柱をご賞味いただく際に更に美味しくお召し上がりいただけるよう、
調味料をお付けする予定にしております。
《宮城県産 ホタテ貝柱について》
宮城県沖である三陸金華山沖は世界三大漁場の一つに数えられ、親潮（寒流）
と黒潮（暖流）がぶつかる潮目であることに加え、山が近いことから森のミネラ
ルをたっぷり含んだ山水が流れ込み海水と混ざり合うことにより、植物性プラ
ンクトンが豊富に発生し、ホタテが育つ極上の自然環境となっています。
お届けする「ホタテ貝柱」は、上記のような宮城の豊かな海で育ち、タンパク
質、カルシウム、ミネラルなどたくさんの栄養成分を含み、産卵後は甘味として
感じるグリコーゲンが多く含まれています。その美味しい旬の時期のホタテを、
当社が提供するハイブリッドアイスにより短時間で凍結することにより獲れた
ての旨味を閉じ込め、高鮮度でお届けいたします。
ほたて貝柱のソテーや和え物など様々なお料理のシーンに合わせてご利用く
ださい。

注）コース内容は、変更する可能性がございます。
注）写真はイメージです。実際の商品の内容とは異なります。
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３． コース紹介
上記２のとおり新しくコースが追加となり、2020 年６月 30 日基準の株主優待は、次の
９コースの中から１コースをお選びいただけるようになりました。各コース 4,400 円相当
（商品 3,000 円相当及び送料 1,400 円相当）となっております。

１．（仮称）【 NEW! 】
宮城県産ホタテ貝柱の
セット
【冷凍】

・宮城県産 殻付きホタテ貝柱 ・・・４枚
・宮城県産 ホタテ貝柱（大 玉）・・４粒
・宮城県産 ホタテ貝柱（小 玉）・・200 グラム
※

ホタテ貝柱を更に美味しく頂ける調味料をお付けする
予定です。

２．女川謹製！
浜の母ちゃん
おもてなしセット
【常温】
３．女川いっぱい！
おなかはいっぱい！
あったかごはんセット
【冷凍】
４．選ばれし石巻
うまいもの祭りセット
【冷凍】
５．石巻からあったけー
うまいものセット
【冷凍】

６．また食べたい！
気仙沼の逸品セット
【常温】

・生わかめ佃煮

・リアスの詩 さんまこぶ巻

・リアスの詩 さけこぶ巻

・リアスの詩 かきこぶ巻

・三陸真いわしの魚やの煮付
・三陸さばの魚やの煮付

・三陸さんまの魚やの煮付

・さんまかりんとう

・たこのやわらか煮

・銀鮭塩麴漬

・銀鮭西京漬

・銀鮭粕漬

・無塩 生わかめ

・カラスガレイ海里漬

・さば海里漬

・リアスの詩 さんま丸干し

・リアスの詩 さんま佃煮

・わが家のつみれ さんま

・わが家のつみれ いわし

・無着色たらこ

・無着色辛し明太子

・三陸銀鮭 切身干し

・三陸銀鮭 仙台味噌漬

・三陸銀鮭 芳醇粕漬

・金華さばのスモーク風味

・おつまみスモークたらこ

・お刺身わかめ

・和風にらまんじゅう（海老入り）
・ふわっとイカよせフライ
・塩蔵わかめ

・わかめ餃子

・さば味噌煮

・いわし生姜煮

・金華さば西京味噌漬

・金華さばの一夜干し

・気仙沼完熟牡蠣のオイスターソース
・とろろ昆布（白）

・らくらく塩

・トキばあちゃんの手づくりかつお角煮
・リアスの国から 気仙沼産ふかひれ濃縮スープ
・味付け朝めしのり

・おつまみこんぶ

７．亘理山元、
復興への挑戦ギフト
【常温】

・清酒 わたり藤五郎

・アセロラで酢

８．仙台市場、
厳選詰め合わせセット
【冷凍】

・希望の干し シマホッケ開干し×２

・ストロベリーピュア 100 しぼりたて

・希望の干し 金華さば文化干し×２
・希望の干し 赤魚醤油干し

・あぶりしめさば

・塩竈の藻塩仕込み辛子明太子
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９．釜石厳選！
お手軽グルメセット
【常温】

・国産サバのレモンバジル味
・国産サバのオリーブオイル漬け
・まるまるいわし昆布味噌煮
・釜石らーめん（醤油）

・釜石らーめん（塩）

・釜石ラガーラーメン

・南部鮭焼ほぐし

・おつまみ茎わかめ

・和風わかめスープ

（注）上記２～９コースは、2019 年 12 月末日基準の株主優待の内容です。
上記全てのコースは、諸事情により、内容の変更の可能性がございます。

４． 変更（拡充）の時期
2020 年６月 30 日現在の株主名簿に記録または記載された 100 株（１単元）以上の株式を保
有する株主様への株主優待から適用いたします。

【ご参考】
2020 年６月 12 日付
「当社新設子会社（株式会社ハイブリッドラボ）による工場用不動産の譲受け及び事
業（食品加工技術の研究開発事業、食品加工事業）の本格的開始に関するお知らせ」
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9612/tdnet/1848678/00.pdf
『復幸まちづくり女川』について
東日本大震災の津波被害により、正の遺産とともに負の遺産も失った今こそ、女
川ブランドの構築を進め、販路拡大を図り、外貨獲得と域内経済の循環、協業化、効
率化による安定的な財源を確保し、自立した運営体制のもと女川町の早期復幸の実
現を目的として 2012 年９月に「復幸まちづくり女川合同会社」を設立。真の復幸へ
向け、産業構造の転換を図り、次代の子供達へ負担をかけることのない持続可能な
循環型まちづくりを目指しています。
（復幸まちづくり女川合同会社 URL http://www.onagawa.co.jp/）
女川町の厳選された素材を使った商品を、同町内外の「食に関するスペシャリス
ト」によって組織された「女川ブランド認証委員会」が「誇り」と「責任」を持って
審査し、認定された商品のみが掲げられるブランドが「あがいんおながわ」です。
ブランド名である「あがいん」は、英語の「AGAIN（再び）
」と女川弁の「あがいん
（食べてください）」を掛け合わせたもので、「再び女川を笑顔あふれる町に」、「女
川自慢の商品を食べてください」という想いが込められており、その想いを当社も
株主優待品にのせてお届けします。
（あがいんおながわ URL http://store.shopping.yahoo.co.jp/onagawa-again/）
『結の場』について
復興庁主催で、被災地域の企業が抱える経営課題の解決、経営力強化のため、大手
企業等の持つ経営資源（ヒト・モノ・情報・ノウハウ等）を幅広く提供し、被災地域
の企業と効果的につなぐことを目的として開催されているのが、地域復興マッチン
グ「結の場」です。
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当社は、2012 年 11 月に復興庁宮城復興局と石巻商工会議所が開催した「結の場
（石巻）」の支援企業 35 社のうちの１社に選出され、復旧・復興に向けた民間企業
および被災地方公共団体の連携を推進するプロジェクトに参画しました。これを契
機に、石巻の水産加工工場の再建など、復興物件を手掛けました。
また、2015 年 11 月には復興庁と女川町商工会が主催した「結の場（女川町）
」に
も参加しました。被災地域企業を支援するプロジェクトの一つとして、当社株主優
待商品に東北地方の名産品を採用することで、販路拡大支援を始めました。
（地域復興マッチング「結の場」URL
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat4/sub-cat4-1/yuinoba.html）
『ご当地こわけ』について
『ご当地こわけ』
（https://www.kowake.shop/）は、６次産業化および地域創生支
援を目的として当社グループ会社が運営する EC サイトです。当サイトを通して日本
各地の魅力あふれる名産品をご紹介し、生産者様と消費者の皆様との架け橋となる
ことで、生産者様の販路拡大等の経営支援をしていきたいという想いから、2018 年
２月に開設し、東北地方の名産品をご紹介してまいりました。
当サイトは従来のサイトとは異なり、作り手の枠を越え、本当においしい物だけ
をこわけにして組み合わせ、より多くの味わいを存分にお愉しみいただけるセット
をご紹介しております。
そして、2018 年 10 月 31 日に、新たに五島列島（長崎県）の名産品をラインナッ
プに加え、2019 年 10 月 31 日に、仙台（宮城県）、釜石（岩手県）、瀬戸内地方の尾
道（広島県）の名産品をラインナップに加えました。今後も、順次、日本各地の魅力
あふれる名産品を取り揃えていく予定です。
『ご当地こわけ』がそれぞれのご当地自
慢の名産品に触れるきっかけの場となれば幸いです。
（『ご当地こわけ』URL https://www.kowake.shop/）
以 上
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