
レンジでチン！だけでおいしい焼き魚シリーズ

や、そのままでもおいしい缶詰シリーズなど。

今という時代にふさわしい、海の幸の食文化と

幸せを広げるオンラインショップです。

多彩なセット商品をご用意しておりますので、

ぜひ一度ご賞味ください。
https://www.sti-ec.com/
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「海の幸」の新鮮素材力を、「海の幸」の新鮮素材力を、

ものづくり力で「人の幸」へと高める。ものづくり力で「人の幸」へと高める。

おいしくて安全で、健康的な良品だけをお値打ちに提供し、おいしくて安全で、健康的な良品だけをお値打ちに提供し、

日本中にたくさんの笑顔を咲かせる。日本中にたくさんの笑顔を咲かせる。

海の恵みを、人の旨みに。海の恵みを、人の旨みに。

証券コード：2932© 2022 STI Foods Holdings, Inc.

株式会社 SＴＩフードホールディングス
〒107-0062　東京都港区南青山1-15-14 ＳＴＩフードホールディングス　IR 検索

最新の適時開示等、当社IRに関する情報をご登録のメールアドレスにお知らせいたし

ます。ぜひご登録ください。
https://www.magicalir.net/2932/mail/index.php

IRメール配信登録のお知らせ

SＴＩフードホールディングスでは株主の皆様とのコミュニケーションの場としてWEB

株主通信を年1回株主総会後に公開しております。十見社長のインタビューをメインに、

WEB株主通信ならではのコンテンツをご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
https://www.stifoods-hd.com/ir/globalocean.html

WEB株主通信のお知らせ

2021年12月期 中間/期末の当社株主優待品を

株主様限定販売サイト

フードロス対策への取り組みの一環として、ご好評いただいております当社優待品

をお求めいただけるよう、株主様限定販売サイトをオープンいたしました。お気

に入りの味やご優待品では物足りなかった缶詰を、この機会にご購入いただき、

改めてお楽しみください。

右の QRコードまたは URLより株主様限定販売サイトへ

ログインいただき、パスワードをご入力ください。

対象商品：2021年12月期 中間/期末の当社株主優待品
販売対象：2022年6月末時点の株主様限定

販売期間：なくなり次第終了

ログイン 
パスワード

公式オンライン
ショップのご紹介

株主様限定で販売いたします

正々堂々

SＴＩフードホールディングスは、
社員の幸せと社会のより豊かな未来のために、
国内外の食料資源を大切にし、
価値ある食文化創造の責任を果たします。

SＴＩフードホールディングスの使命ミッション

変革創造 当たり前の徹底と、過去や常識の否定。
この両立こそが新しい価値を生み出す。

自主自立 仕事を自ら作り出し、
仕事によって自分自身を成長させよ。

誠心誠意 自分を尽くす。懸命に向き合う。
すべてを注ぎ込まないと、何事も成し遂げられない。

一致団結 全員の知恵と技術と想いをひとつにする。
そして初めて、限界は越えられる。

私たちが最も大切にする価値観社是

経営方針

※写真は盛り付け例



株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別

のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社では、株主の皆様からの日頃のご支援に感謝し、心ばかりではございますが、ご優待品をお

贈りさせていただいております。

2022年6月末基準の株主の皆様には、当社ブランド缶詰「STONE ROLLS（ストンロルズ）」10缶

を株主優待限定パッケージで進呈いたします。

ぜひお楽しみください。

資源価格の高騰に伴う物価の上昇、急激な円安の進行、地政学的リスクなど先行き不透明な状

況が続いており、事業環境も大きく変化しておりますが、当社は、市場変化に対応し、成長の基盤

を構築すべく、グループ全社員一丸で取り組んでおります。

2022年12月期につきましては、厳しい事業環境のなか第2四半期を終え、海外販売の開始や

EC 展開の強化など、将来の成長に向けた土壌づくりを推進しております。下期以降も新たな取り

組みに果敢に挑戦し、引き続き持続的な成長に向け、邁進してまいります。

当社は皆様の食を支える企業として、「海の幸を、人の幸へ」の心を大切に、より一層の品質向上

を目指し、積極的に商品開発に取り組んでまいります。そして、企業価値向上とともに社会への貢

献を実現し、株主の皆様のご期待にお応えできるよう努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

最新の決算資料等は当社IRサイトにて掲載しております。

右のQRコード、またはURLよりご覧ください。
https://www.stifoods-hd.com/ir/index.html

海流のぶつかる豊かな漁場であり、世界三大漁場と評される三陸沖を抱えた石巻漁港。「STONE ROLLS」は、主にこの

石巻漁港で揚がる海の幸を原料に、目の前の工場で生産する当社ブランド缶詰です。

「STONE ROLLS」の生産工場である株式会社ＳＴＩ ミヤギ（当社の100％子会社）は、2011年の東日本大震災からの復

興が期待される中、当社グループにおける組織再編により、2021年4月に本店所在地を宮城県石巻市に移し、雇用の創出

も含めた東北地区のさらなる活性化並びに水産食品事業の一層の発展を目指して新たにスタートいたしました。

株主優待品の
ご案内

代表取締役社長
CEO 最高経営責任者

基準日時点の株主名簿に記載された100株
（1単元）以上を保有されている株主様

対象となる
株主様

優待品
発送日

期末優待品：3月下旬ごろ
中間期末優待品：8月中旬ごろ

基準日 12月末日（期末）/6月末日（中間期末） 優待内容 株主様限定の当社商品

T O P  M E S S A G E

株主の皆様へ

十見 裕

さば
オリーブオイル

国 産さばを原 料に使 用してお

ります。エクストラバージンオ

リーブオイルで 調 味すること

で、液がそのままドレッシング

になり、サラダにかけても、パ

スタにあえてもおいしいさば

缶詰です。

国産さば水煮

国 産さばの素 材を活かし塩だ

けでシンプルに仕 上げました。

骨までやわらかく煮 込んださ

ばのおいしさをまるごと味わ

えます。 その ままでも、お 料

理の素材としてもおいしくお召

しあがりいただけます。

さばカリー

国 産さばを原 料に使 用してお

ります。玉ねぎ、トマト、各 種

スパイスで煮 込んだカレーに

は国産さばの旨みが溶け出し、

お酒にもごはんにも合う絶 品

さばカレーです。

国産さばみそ煮

国 産さばをまろやかな味わい

に 仕 上 げ た み そ 煮 で す。 骨

までやわらかく煮 込んださば

のおいしさをまるごと味 わえ

ます。

さばハリッサ

国 産さばを原 料に使 用してお

ります。 唐 辛 子をベ ースにク

ミン、ガーリックなどで調 味し

た地 中 海 生まれの香 辛 料「ハ

リッサ」ソースがクセになる辛

くて刺 激 的 なさば 缶 詰 です。

その ままお 酒 の おつまみ に、

ごはんや麺にもよく合います。

通販サイト「amazon（ア

マゾン）」にて株主優待品

全品をお求めいただける

ようになりました。ぜひ

ご利用ください。

amazonにて

販売開始しまし
た！

ストンロルズ

「STONE ROLLS（ストンロルズ）」とは？

STONE ROLLS

石 巻
決算資料

※「STONE ROLLS」は当社の登録商標です。

※写真は盛り付け例
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https://www.stifoods-hd.com/ir/globalocean.html

WEB株主通信のお知らせ

2021年12月期 中間/期末の当社株主優待品を

株主様限定販売サイト

フードロス対策への取り組みの一環として、ご好評いただいております当社優待品

をお求めいただけるよう、株主様限定販売サイトをオープンいたしました。お気

に入りの味やご優待品では物足りなかった缶詰を、この機会にご購入いただき、

改めてお楽しみください。

右の QRコードまたは URLより株主様限定販売サイトへ

ログインいただき、パスワードをご入力ください。

対象商品：2021年12月期 中間/期末の当社株主優待品
販売対象：2022年6月末時点の株主様限定

販売期間：なくなり次第終了

ログイン 
パスワード

公式オンライン
ショップのご紹介

株主様限定で販売いたします

正々堂々

SＴＩフードホールディングスは、
社員の幸せと社会のより豊かな未来のために、
国内外の食料資源を大切にし、
価値ある食文化創造の責任を果たします。

SＴＩフードホールディングスの使命ミッション

変革創造 当たり前の徹底と、過去や常識の否定。
この両立こそが新しい価値を生み出す。

自主自立 仕事を自ら作り出し、
仕事によって自分自身を成長させよ。

誠心誠意 自分を尽くす。懸命に向き合う。
すべてを注ぎ込まないと、何事も成し遂げられない。

一致団結 全員の知恵と技術と想いをひとつにする。
そして初めて、限界は越えられる。

私たちが最も大切にする価値観社是

経営方針

※写真は盛り付け例


