
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料理に関連する優待銘柄を集めてみました。株主優待で、食卓をおいしく飾りませんか？ 

株主優待で Let’s enjoy cooking  
 

1332 日本水産 
水産大手。冷食など食品比重大。国内・南米
で養殖。ＥＰＡなど化成品でも実力。傘下に日
水製薬。 

権利確定月 

3 月 2004 昭和産業 権利確定月 

3 月 

予想配当利回り 1.98％ 予想年間配当 8.5 円 
100 株購入金額 45,650 円 

製粉と油脂が２本柱で双方とも大手一角占め
る。ほかに食品、糖化品、飼料など事業展開
は多彩。 

予想配当利回り 1.94％ 予想年間配当 65 円 
100 株購入金額 338,730 円 

2109 三井製糖 権利確定月 

3 月 

製糖国内最大手。19 年度以降営業外薬ロイ
ヤルティ大幅減。大日本明治と 21 年 4 月経
営統合計画。 

100株以上
3,000円相当の自社製品等
（砂糖等）

1,000株以上
3,000円相当の自社製品等
（砂糖等）および2,000円相
当の金券等

※優待品に代えて社会貢献活動団体へ
の寄付選択可

優待内容

自社製品等（砂糖等）または金券等

予想配当利回り 2.62％ 予想年間配当 50 円 
100 株購入金額 193,350 円 

2281 プリマハム 権利確定月 

9 月 

業界３位。加工食品に強く、セブン向け総菜も。
食肉は国産豚中心。海外は農場持たず調達の
み。 

200株以上 3,000円相当

自社製品（ハム）

優待内容

予想配当利回り 1.93％ 予想年間配当 60 円 
100 株購入金額 314,427 円 

2613  
権利確定月 

3 月 
Ｊ－オイルミルズ 

ホーネンと味の素製油の統合で誕生。業務用
シェア約４割。アジアなど海外展開深耕に注
力。 

予想配当利回り 2.59％ 予想年間配当 100 円 
100 株購入金額 390,376 円 

2692 伊藤忠食品 権利確定月 

3 月 

伊藤忠Ｇの食品卸大手。３大都市圏での売
上高が全体の約８割。冷凍・チルドや菓子に
拡大余地。 

予想配当利回り 1.47％ 予想年間配当 80 円 
100 株購入金額 548,856 円 

100株以上 3,000円相当の「選べるグルメギフトカード」

優待内容

2802 味の素 権利確定月 

3 月 

調味料国内最大手。アミノ酸技術で飼料・医
薬など多角化。海外で家庭用食品拡大。Ｍ＆
Ａ積極。 

※100 株以上を 6 カ月以上継続保有（株主名簿に連続 2 回以上記載）した株主

のみに贈呈。1,000 株以上を 3 年以上継続保有（株主名簿に連続 7 回以上記

載）の場合、7,000 円相当の自社グループ商品を贈呈、複数より選択※優待品に

代えて寄付選択可 

予想配当利回り 1.51％ 予想年間配当 32 円 
100 株購入金額 214,100 円 

2804  権利確定月 

3 月 
ブルドックソース 

ソース最大手、関東で高シェア。家庭用中心
だが業務用も育成。傘下に関西地盤のイカリ
ソース。 

予想配当利回り 2.87％ 予想年間配当 35 円 
100 株購入金額 124,350 円 

2805  権利確定月 

3・9 月 

100株以上 1,000円相当

800株以上 3,000円相当

優待内容

自社製品（ソース・調味料）

ヱスビー食品 

カレー粉が創業事業。スパイスシェア６割程
度で首位。即席カレー、パスタソースも高シェ
ア。 

予想配当利回り 0.95％ 予想年間配当 44 円 
100 株購入金額 466,324 円 

100株以上
継続保有期間
3年未満：1,000円相当
3年以上*：2,000円相当

自社製品

優待内容

*毎年 3 月 31 日および 9 月 30 日現在の株主名簿に同一株主番号で 7 回以上

連続して記載または記録されていること。 

2809 キユーピー 権利確定月 

11 月 

マヨネーズ、ドレッシングで国内首位。サラ
ダ、総菜を育成中。子会社にジャムのアヲハ
タ。 

※100 株以上を 3 年以上継続保有（11 月および 5 月の株主名簿に同一株主番

号で連続 7 回以上記載）した株主のみに贈呈。 

予想配当利回り 1.75％ 予想年間配当 40 円 
100 株購入金額 231,389 円 

2810  権利確定月 

3・9 月 

カレールウ国内首位。飲料、健康食品も。海
外は米国豆腐が柱。中国育成中。子会社に
壱番屋。 

100株以上 1,000円相当

200株以上 2,000円相当

1,000株以上 3,000円相当

自社グループ製品

優待内容

※6 カ月以上継続保有（3 月および 9 月の株主名簿に連続 2 回以上記載）した株

主のみに贈呈 

予想配当利回り 1.26％ 予想年間配当 46 円 
100 株購入金額 367,084 円 

2811 カゴメ 権利確定月 

6 月 

トマト加工品の国内最大手。飲料が稼ぎ頭。
農事業を育成。米国などで業務用トマトを積
極展開。 

※6 カ月以上継続保有の株主のみに贈呈。100 株以上を 10 年以上継続保有し

た場合、上記に加え自社オリジナル記念品を 1 回贈呈。 

予想配当利回り 0.98％ 予想年間配当 36 円 
100 株購入金額 369,110 円 

2816 ダイショー 権利確定月 

3・9 月 

焼き肉のたれや塩コショウ、鍋スープの国内
大手。コンビニ向けなど業務用の調理だれを
育成中。 

100株以上 1,000円相当

500株以上 2,000円相当

1,000株以上 3,000円相当

5,000株以上 6,000円相当

自社製品

優待内容

100株以上 2,000円相当

1,000株以上 6,000円相当

自社製品

優待内容

100株以上 1,500円相当

500株以上 3,000円相当

1,000株以上 4,000円相当

優待内容

自社グループ製品詰合せセット（調味料等）

100株以上 3,000円相当

優待内容

自社製品（サラダオイル等）を贈呈
500株以上 3,000円相当

1,000株以上 5,000円相当

自社製品詰め合わせ

優待内容

100株以上 1,000円相当

200株以上 3,000円相当

1,000株以上 5,000円相当

優待内容

自社製品詰め合わせ

2818 ピエトロ 権利確定月 

3・9 月 

野菜用ドレッシングが収益柱。中・高級品に
強い。国内外でイタリアンレストランも展開。 

100株以上 1,000円相当

300株以上 3,000円相当

自社製品詰合せ（ドレッシング等）

優待内容

※100 株以上自社通信販売商品約 10％割引販売。 

※300 株以上の株主は詰合せに一部限定商品有 

予想配当利回り 1.42％ 予想年間配当 18 円 
100 株購入金額 128,950 円 

予想配当利回り - ％ 予想年間配当 - 円 
100 株購入金額 171,750 円 

2819  権利確定月 

3 月 

『黄金の味』など焼き肉のたれでシェア首位の
調味料専門会社。積極的な広告宣伝で知名
度高い。 

エバラ食品工業 

100株以上 1,000円相当

300株以上 3,000円相当

1,000株以上 5,000円相当

自社製品セット（調味料等）

優待内容

1,000 株以上 5,000 円相当のクオカード 

予想配当利回り 1.51％ 予想年間配当 37 円 
100 株購入金額 247,288 円 

ハウス食品 
グループ本社 

※100 株購入金額は、2020 年 10 月 12 日終値です。また、手数料が含まれております。予想配当利回りには、手数料が含まれておりません。※日経新聞・有価証券報告書・ＱＵＩＣＫデータより篠山証券作成。 
※画像はイメージ写真であり、実際の株主優待とは異なる場合があります。また、株主優待の内容は変更される場合がありますので、必ず当該企業のホームページ等をご確認ください。※裏面にはその他注意事項について記載しておりますので、必ずお読み頂くようお願い致します。  

100株以上 1,000円相当

500株以上 3,000円相当

自社グループ製品詰合せ

優待内容



 
注意事項 
 
■当社の概要                  
商 号 等：篠山証券株式会社               

金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第 16 号  
加 入協 会：日本証券業協会  
■リスク等重要事項のご説明                
【株式】                   
 ・株価および為替相場（特に外国株の場合）の変動等により損失が生じる恐れがあります。         
 ・国内上場株式のお取引にあたっては、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。         
 ・外国株式のお取引にあたっては、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等があります。     
【債券】                   
 ・債券のお取引にあたっては、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等があります。      
【投資信託】                  
 ・組み入れた株式・債券など有価証券等の価格変動などにより投資元本を割込む恐れがあります。         
〔リスクの内容〕                  
○価格変動リスク                

  各商品等の価格は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動に伴い変動します。これにより、損失が生じる恐れがあります。   
○流動性リスク                  

  市場での売買高が極端に少ない等により、売却希望時に売却できない場合があります。          
○信用リスク                  

  発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、価格が変動することによって損失が生じる恐れがあります。     
○為替変動リスク                 

  為替相場の変動により、損失が生じる恐れがあります。                
○カントリーリスク                 

  外国の政治・経済・社会情勢の変動や、天変地異等により損失が生じる恐れがあります。また、商品等の売買が制限されたり市場閉鎖等により損失を被ることが 
あります。 

■手数料について                 
  【国内株式】                  
    ・国内株式は最大で約定代金の 1.265% 2,750 円に満たない場合は 2,750 円（税込）          
  【外国株式】                  
    ・取引方法として「外国取引」と「国内店頭取引」の二種類の方法があります。詳しくは外国株式等の重要事項のご説明をご覧ください。    

【債券】                 
   ・債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。      
  【投資信託】                  
   ・最大で約定代金の 3.85%（税込）但し、商品により異なりますので詳細は目論見書をご覧ください。        

■留意事項                    

本資料は情報の提供のみを目的にしたもので、投資勧誘を目的としておりません。投資の最終判断はお客さまご自身で行っていただくようお願い致します。          

本資料は、当社が信頼できると判断した情報に基づいて作成しておりますが、その情報の正確性、完全性について当社が保証するものではありません。          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


