
第65期（期末）

株 主さま
ご優 待カタログ

2019
お申込み有効期限

ご優待お申込み

https://sr.rizapgroup.com/
7 0120-990-671

受付時間：10：00～18：00（土日祝日を除く）

〒003-0023 札幌市白石区南郷通1丁目北8番1号 ディノス札幌白石

7/16
（TUE）

9/30
（MON）

2019年9月30日までにお申し込みください。
お電話での受付は、2019年9月30日18：00までです。

ご優待お申込みサイト

https://sr.rizapgroup.com/
お申込み専用ダイヤル 【受付開始 2019年7月16日（火）～2019年9月30日（月）】

7 0120-990-671 （ご優待カタログ掲載分）
受付時間：10：00～18：00（土日祝日を除く）

※WEB・電話の受付は同日開始となります。　※商品は10月中旬頃から順次発送となります。

7 0120-990-672
受付時間：10：00～18：00（土日祝日を除く）

yutai@dinosnet.co.jpお問い合わせ
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お申込み手順 お申込みはカンタン！4Step4Step

STEP

1 商品を選ぶ
商品ページをご覧頂き、ご希望の商品をお選
びください。商品はカテゴリ別に掲載しており
ます。

STEP

2 商品番号を確認
ご希望の商品を見つけたら、アルファベット3
文字、数字4桁の商品番号をお控えください。
商品番号は商品名の下に記載しております。

STEP

3 WEBでお申込み
STEP2でお控え頂いた商品番号を株主優待
サイトで検索。任意のお届け先を設定してお
申込みいただけます。

STEP

4 商品のお受け取り
お申込み受付後、2019年10月中旬以降より
順次ご指定いただいたご住所へお届けする予
定です。

RZG1234

お申込みはこちらから！
詳しいご注文方法は
次のページを
ご覧ください。

お申込みはお電話でも受け付けております。

スマホも
OK！

INDEX
お申込み手順     02

チケット      05

RIZAP（ボディメイク・ゴルフ・低糖質食品） 06

HAPiNS（日用雑貨）    08

イデアインターナショナル   09
（キッチン雑貨・日用雑貨）

ジャパンギャルズ（美容スキンケア）  11

SDエンターテイメント    15
（ライフサポート）

健康コーポレーション    16
（ライフサポート・美容スキンケア）

MRKホールディングス（美容スキンケア）  16

日本文芸社（書籍）    17

200株以上 6,000ポイント
400株以上 12,000ポイント

100株以上 3,000ポイント

600株以上 15,000ポイント
1,000株以上 18,000ポイント
所有株式数別付与ポイント数

ご優待お申込みサイト

https://sr.rizapgroup.com/
お申込み専用ダイヤル 【受付開始 2019年7月16日（火）～2019年9月30日（月）】

7 0120-990-671 （ご優待カタログ掲載分）
受付時間：10：00～18：00（土日祝日を除く）

※WEB・電話の受付は同日開始となります。　※商品は10月中旬頃から順次発送となります。

7 0120-990-672
受付時間：10：00～18：00（土日祝日を除く）

yutai@dinosnet.co.jpお問い合わせ
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詳しいお申込み手順
 ① 株主優待お申込みサイトにログイン・サービス利用登録 ② 優待商品お申込み

8 ご自身の所有ポイントが上部に表示されていることを
ご確認ください

お電話でのお申込み方法

0120-990-671（受付時間：土日祝日を除く10：00～18：00）

1 株主優待通知書に記載のログインIDとパスワードを
入力の上、「ログイン」をクリック

スマートフォンの場合

5 必須項目をご入力の上、「同意して変更する」をクリック
※パスワードは再設定をお願いいたします

スマートフォンの場合 スマートフォンの場合

12 申込内容を確認の上、「申し込む」ボタンをクリック

スマートフォンの場合

13 お届け先住所を選択の上、「申し込みする」をクリック
※別住所へのお届けを希望の方は、お届け先の「変更」からお届け先の指定をしてください

スマートフォンの場合

14 こちらの画面が表示され、受付完了メールが届くと
申込完了です
※24時間以内にメールが届かないようでしたらご連絡くださいますようお願いいたします

スマートフォンの場合

10 検索していただいた商品が一覧で表示されます

スマートフォンの場合

11 商品にサイズや色展開がある場合はご希望のものをプルダウンで選択し、数量を入力の上、「商品を申し込む」をクリック

スマートフォンの場合

6 更新内容をご確認の上、「更新する」をクリック

スマートフォンの場合

7 こちらの画面が表示されると、商品申込が可能となります

スマートフォンの場合

2 メールアドレスをご入力の上、「送信する」をクリック

スマートフォンの場合

3 こちらの画面が表示されましたら、送られてきたメール
文面のURLをクリック

スマートフォンの場合

4 「株主情報更新画面へ進む」をクリック

スマートフォンの場合

9 カタログでお選びいただいた商品を入力し、　 マークを
クリック

RZG1234
RZG1234

スマートフォンの場合

下記の番号に
お電話ください

商品申込み
窓口へお電話3

商品番号、発送先などを
お伝えください

商品ご注文4

RZG1234

アルファベット3文字、数字4桁の
商品番号をお控えください

優待カタログから
お好きな商品を選択2

お手元の株主優待通知書
にてご確認ください

株主優待通知書で
優待ポイントを確認1

POINT

優待商品申込み 専用ダイヤル
（受付開始は7月16日以降）
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優待お申し込みサイト

T I C K E T

※すべての掲載商品におきまして商品数に限りがございますので予めご了承ください。 07 ※すべての掲載商品におきまして商品数に限りがございますので予めご了承ください。

最新シミュレーション機器を完備したスタジオで、飛距離データや弾道分析、スウィング画像を検証しながら、
専属トレーナーがお客様の特性を考慮しマンツーマンでサポートいたします。
ショットアナライズを使用したゴルフレベルの分析、ゲストの特性に合わせた個別指導、専用アプリを介したオンラインドリ
ルを通じて、専属トレーナーがマンツーマンでサポートいたします。
店舗一覧はこちら ▼　https://www.rizap-golf.jp/golfschool/

最新シミュレーション機器を完備したスタジオで、
専属トレーナーがマンツーマンでサポートいたします。

10000
POINT

RIZAP GOLF 入会金 無料
商品番号

RZP8017
カテゴリ

チケット

入会金：50,000円（税抜）⇒0円

本券はRIZAP GOLF各店舗でご利用いただけます。／本券を換金することはできません。／他のクーポン、割引サービス、
キャンペーンと併用することはできません。／本券利用後のキャンセルについて、金券の返還および現金での返金は行い
ません。／過去のお申し込み分でのご利用、およびそれに関する返金には応じられません。／商品代金にはご利用できま
せん。／ご利用はお1人様1入会費に対し、1枚限りとなります。1入会に対して複数枚のご使用はできません。／領収書の
発行はおこなえません。／本券の盗難、紛失または滅失等に対し当社は責任を負いません。／有効期限を過ぎたご優待券
は使用できませんので、ご注意ください。

※ご来店の際には事前予約が必要となりますのでチケット到着後、下記フリーダイヤルにお電話ください。
　また、事前予約の際に「株主優待券使用」とお伝えください。
　お問い合わせ電話番号：0120-700-900（受付時間9：00～21：00/月～日・年中無休）
有効期間：2019年12月31日まで／提供：RIZAP株式会社

RIZAPメソッドから生まれた
｢暗闇フィットネス｣

EXPA優待券 入会金 無料
商品番号

RZP8006
カテゴリ

チケット

5000
POINT

HPはこちら

グループレッスンでも結果にコミットするRIZAPの新サービス。毎月無料のカウンセリングで食事
と運動のアドバイス。グループレッスンでも1人ひとりの悩みに寄り添います。
入会金：10,000円（税抜）⇒0円
＊EXPAにつきましては女性専用施設となります。
店舗一覧はこちら ▼　https://expa-official.jp/
本券はEXPA各店舗にてご利用いただけます。／本券は現金とのお引き替え、および他のクーポンとの交換は
できません。／他のクーポン、割引サービス、キャンペーンと併用することはできません。／利用対象は入会金
のみとなります。※コース料金、ウェア、水などは別途費用がかかります。／ご利用はお1人様1入会費に対し、1
枚限りとなります。1入会に対して複数枚のご使用はできません。／本券利用後のキャンセルについて、金券の
返還および現金での返金は行いません。／過去のお申し込み分でのご利用、およびそれに関
する返金には応じられません。／本券の盗難、紛失または滅失等に対し、当社は責任を負いま
せん。／有効期限を過ぎたご優待券は使用できませんので、ご注意ください。／本券のネット
オークションやフリマサイト、アプリ等での転売行為、譲渡・譲受は一切禁止とさせていただ
いております。／ご利用の際には事前予約が必要となりますので、各ウェブサイトよりご予約
ください。
有効期間：2019年12月31日まで／提供：RIZAP株式会社 HPはこちら

BODY MAKE Presented by

Protein 「結果にコミットする」RIZAPが考える、理想のカラダをサポートするための
最適配合プロテイン。ベースとなるたんぱく質に、3種の灰、3種の乳酸菌、
そして、3種のサポート成分を加えることで、理想のボディメイクを応援します。

4000
POINT

RIZAPプロテイン
ダイエットフォーミュラ＜ピーチ＆グレープフルーツ＞

商品番号

RZR1000
カテゴリ

ボディメイク

身体環境に注目し、RIZAPメソッドを凝縮した次世代プロテイン！
ホエイ＆ソイプロテイン×３種の炭×３種の乳酸菌×３種のサポー
ト成分が理想の美ボディをサポートします！
内容量：750g／賞味期限：出荷後半年程度／25g（付属スプーン：２杯
程度）を200～250mlの水または牛乳に溶かしてご利用ください。
お召し上がりのタイミングは、朝の一杯、運動の後におすすめです。

4000
POINT

RIZAPプロテイン
ボディメイクフォーミュラ＜チョコバナナ＞

商品番号

RZR1001
カテゴリ

ボディメイク

身体環境に注目し、RIZAPメソッドを凝縮した次世代プロテイン！
ホエイプロテイン×３種の炭×３種の乳酸菌×３種のサポート成分
が理想のボディメイクをサポートします。
内容量：900g／賞味期限：出荷後半年程度／30g（付属スプーン：山盛
り２杯程度）を200～250mlの水または牛乳に溶かしてご利用ください。
お召し上がりのタイミングは、朝の一杯、運動の後におすすめです。

HPはこちら

G O L F Presented by

「結果にコミットする」ことを目的に誕生した唯一無二のゴルフ用品

16000
POINT

LEXIM
トートバック

撥水性が高くお手入れも簡単！
サイズ：50.0×40.0×20.0cm／カラー：白、
黒／素材：合成皮革（PU）

色が選べる

大容量PU仕様大容量PU仕様

LEXIM
シューズケース

商品番号

RZG2832
カテゴリ

ゴルフ

1足ずつ分かれているため
綺麗に収納できる！
サイズ：78.0×18.0×10.0cm／カラー：白／素
材：合成皮革（PU）

コンパクトにでき
持ち運びも便利！
コンパクトにでき
持ち運びも便利！

9000
POINT

白

黒

HPはこちら

カテゴリ

ゴルフ

カラー

白
黒

商品番号

RZG2833

限定 50
限定 30
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Presented by

LOWCARBFOODs
低糖質食品

HPはこちら

※すべての掲載商品におきまして商品数に限りがございますので予めご了承ください。

商品番号

PSP3009
カテゴリ

日用雑貨
上質な今治タオルハンカチの可愛いケーキタオルのセットです。
カップケーキ2個セット。
サイズ：25×25cm／素材：綿100%（今治）／生産国：日本

カップケーキ
抹茶＆マンダリン（今治産）セット

商品番号

PSP3010
カテゴリ

日用雑貨
上質な今治タオルハンカチの可愛いケーキタオルセットです。
三角ショートケーキとロールケーキの2個セット。
サイズ：25×25cm／素材：綿100%（今治）／生産国：日本

トライアングルケーキ＆
カットロールケーキ（今治産）セット

開くと自動点灯。連続点灯時間：約
4～5時間。単3形乾電池3本使用。
サイズ：8.5×8.5×12.5cm／素材：[ラ
イト] COB [本体]ABS [取手]スチー
ル [乳白色樹脂]PS／重量：250ｇ／単
3：3本（別売）

商品番号

PSP3008
カテゴリ

日用雑貨

スライド式ランタン

DAILY GOODS
2000
POINT

3000
POINT

3000
POINT

開くと自動点灯！

ショートケーキとロールケーキ風
タオル2個セット

カラフルなタオルの
カップケーキ2個セット

Presented by

HPはこちら

商品番号

PSP3096

HAPiNS大人気シリーズです。ふ
わふわの触り心地。チェック柄でお
しゃれさんなはんなり豆腐です♪

1000
POINT

カテゴリ

日用雑貨

チェックはんなり豆腐M
色が選べる

カラー

グリーン
レッド

【HAPiNSオリジナル】
はんなり豆腐のチェックシリーズです！

レッド

グリーン

サイズ：25×20×13cm／素材：［生地］ポリエステル96％、
ポリウレタン4％ ［中材］ポリエステル100％／生産国：中国

【Beef Curry（5食）】
サイズ：W130×H180×D101mm
内容量：180g×5袋
賞味期限：出荷後半年程度
【具沢山スープセット（3種6食）】
サイズ：W130×H180×D80mm
内容量：150g×3種×2袋
賞味期限：出荷後半年程度

濃厚、スパイシーな中辛カレー。糖質約54％※オフ。 Curry Beef Curry＆
具沢山スープセット

商品番号

RZF2700
カテゴリ

低糖質食品

【Beef Curry（5食）】
牛肉、野菜がたっぷり、濃厚でスパイ
シーな中辛カレー。小麦粉や糖質高
めの野菜を減らして低糖質に。
【具沢山スープセット（3種6食）】
ミネストローネは野菜たっぷり。チャ
ウダーはクリーミー。豚汁は大きな具
材が入って食べごたえ十分。
※パッケージは変更する場合がござ
います。

4000
POINT

※糖質は日本食品標準成分表2015の同重量と比較

Water
RIZAPウォーター
24本セット

商品番号

RZF2706
カテゴリ

低糖質食品

糖質を控えることで、
食材から水分を摂ることが少なくなります。
女性は、1日2リットル、
男性は1日3リットルが摂取目安です。
内容量：500mlペットボトル×24本
成分（100mlあたり）：
エネルギー 0Kcal、たんぱく質 0ｇ、
脂質 0ｇ、炭水化物 0ｇ、ナトリウム 1.26mg、
カリウム 0.25mg、カルシウム 0.90mg、
マグネシウム 0.61mg
賞味期限：出荷後半年程度
備考：二酸化ケイ素（シリカ）、
硬度（1Lあたり）48mg（軟水）、PH値 7.3
採取地：鳥取県米子市泉
※RIZAPウォーターは別配送となります

3000
POINT

糖質
（1食当り）

カロリー
（1食当り）

ビーフカレー 7.6g 176kcal
ミネストローネ 4.4g 43kcal
チャウダー 4.5g 101kcal
豚汁 4.4g 85kcal

【Beef Stew（5食）】
サイズ：W130×H178×D101mm
内容量：180g×5袋
賞味期限：出荷後半年程度
【具沢山スープセット（3種6食）】
サイズ：W130×H180×D80mm
内容量：150g×3種×2袋
賞味期限：出荷後半年程度

牛肉を赤ワインでトロトロに煮込んだ
コクのあるシチューです。

Stew
Beef Stew＆
具沢山スープセット

商品番号

RZF2701
カテゴリ

低糖質食品

【Beef Stew（5食）】
コクのある本格派シチューで、温めるだけで手軽に
お召し上がりいただけます。
【具沢山スープセット（3種6食）】
ミネストローネは野菜たっぷり。チャウダーはクリー
ミー。豚汁は大きな具材が入って食べごたえ十分。
※パッケージは変更する場合がございます。

4000
POINT

糖質
（1食当り）

カロリー
（1食当り）

ビーフシチュー 8.2g 208kcal
ミネストローネ 4.4g 43kcal
チャウダー 4.5g 101kcal
豚汁 4.4g 85kcal

糖質
（1本当り）

カロリー
（1本当り）

RIZAPウォーター 0g 0kcal

大山山麓で採水された天然水。
たっぷり24本セット！

ダイカット ウッドクリーナー
カテゴリ

日用雑貨

カラー

ナチュラル
ブラウン

商品番号

PSP3011

色が選べる

インテリアにもなるお掃除クリーナーです。ウッドケ
ースは人気のふくふくにゃんこのデザインです。
サイズ：約W19×H29×D7.5cm／素材：ポリプロピレ
ン、スチール、粘着加工紙、天然木／生産国：中国

1000
POINT

ダイカット ウッドハンディモップ
カテゴリ

日用雑貨

カラー

ナチュラル
ブラウン

商品番号

PSP3012

色が選べる

インテリアにもなるお掃除ハンディモップです。ウッ
ドケースは人気のふくふくにゃんこのデザインです。
サイズ：W8×H33×D8cm／素材：ポリプロピレン、天然
木、マイクロファイバー／生産国：中国

1000
POINT

ウッドケース付クリーナー

ウッドケース付ハンディモップ

マイクロファイバー
バスタオル＆フェイスタオルセット

色が選べる

アイボリー

ブラウン

ポンポンと抑えるだけ！抜群の吸水力で水分をぐん
ぐん吸い取ります。速乾性に優れているので、素早
く乾きいつでも快適に使えます。綿のタオルと違
い、軽くふくだけで水分を吸水するソフト肌触りで、
いたんだ髪にも最適！
サイズ：［バスタオル］60×120cm［フェイスタオル］
34×80cm／素材：ポリエステル80％、ナイロン20％／
生産国：中国

1000
POINT

Presented byカテゴリ

日用雑貨

カラー

ブラウン
アイボリー

商品番号

RZP9134

とっても使いやすいマイクロファイバー
バスタオル＆フェイスタオルセット！
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24ピースのペーパーフレグランス

NT フレグランスタグ
カテゴリ

日用雑貨

香り

Floral
Musky

商品番号

IDA2718

香りが選べる

クローゼットやハンガー、ドアノブ・車内など、室内空
間のお好みの場所にかけて香りが楽しめます。
サイズ：W90×H151×D2mm／芳香期間目安：約2～4
週間／生産国：日本

3000
POINT

2000
POINT

カテゴリ

日用雑貨

カラー

クリア
オレンジ
グリーン
ブルー

サイズ

M

S

ポイント

3,000

2,000

商品番号

IDA2768

IDA2769

商品を守るパッケージとして生まれた「ブリスターパック」。開けたら
捨てられてしまうモノに、新しい価値を。
サイズ：[M]W210×H230×D40mm [S]W120×H130×D40mm／重
量：[M]93g [S]52g／素材：PET／付属品：単3形電池×1／生産国：日本

ブリスタークロック 色が選べる

1000
POINT

NT フレグランスピース
カテゴリ

日用雑貨

香り

Floral
Citrus
Musky

商品番号

IDA2775

バッグやお財布の中、名刺入れなど、お好きな場所に入
れてお好みの香りが楽しめるペーパーフレグランス。
サイズ：W110×H110×D1mm／芳香期間目安：約2～4
週間／生産国：日本

香りが選べる

1000
POINT

幸福感あふれる
ナチュラルで華やかな香り

商品を守るブリスターパックを、
人々の暮らしを見守る時計に！

M／ブルー

S／ブルー

M／オレンジ M／グリーン M／クリア

S／オレンジ

S／グリーン S／クリア

※すべての掲載商品におきまして商品数に限りがございますので予めご了承ください。

9000
POINT

色が選べる

BRUNO
コンパクトホットプレート

カテゴリ

日用雑貨

カラー

ホワイト
レッド
ネイビー
ペールピンク
ブラウン

商品番号

IDA2741

ベージュ

グリーン

6000
POINT

4000
POINT

カテゴリ

日用雑貨

カラー

ベージュ
ピンク
グリーン

商品番号

IDA2785

使いやすいミニマルなサイズ感。空焚き防止機能はもちろん、沸騰
後は自動で電源OFFに。手動で途中OFFもできるので安心です。
サイズ：W260×H200×D150mm（電源ベース含む）／素材：[本体]ス
テンレス鋼 [ハンドル・つまみ・電源ベース]ポリプロピレン／生産国：中国

BRUNO MY LITTLE SERIES
ミニポット 色が選べる

カテゴリ

日用雑貨

カラー

ベージュ
ピンク
グリーン

商品番号

IDA2786

洗って繰り返し使えるメッシュフィルターを採用。ドリップ後も保温
できて、40分で自動的に電源OFFするので消し忘れも安心です。
サイズ：[本体 ]W2 3 5×H2 5 7×D1 5 0mm、[サーバー ]W 
176×H97×D122mm／素材：[本体]ポリプロピレン、[サーバー]耐熱ガ
ラス（120℃）、ポリプロピレン／生産国：中国

BRUNO MY LITTLE SERIES
4カップコーヒーメーカー 色が選べる

ピンク

5000
POINT

カテゴリ

日用雑貨

カラー

ベージュ
ピンク
グリーン

商品番号

IDA2787

上下二段でも使えて、網を外して高さのあるパン料理も愉しめま
す。ひとりぶんの調理に最適なコンパクトサイズのトースター。
サイズ：W240×H223×D215mm／素材：[本体]ガルバリウム鋼板、
ガラス [焼き網]クロームメッキスチール [ベイキングトレイ]アルミウム
コーティング鋼板／生産国：中国

BRUNO MY LITTLE SERIES
ミニトースター 色が選べる

ピンクベージュ

グリーン

ピンク

グリーン

ベージュ

レッド

ベージュ

ヨーグルトや甘酒、
チーズが作れる
おうちでかんたん
発酵フードメーカー

ヨーグルトや甘酒、
チーズが作れる
おうちでかんたん
発酵フードメーカー

Presented by

HPはこちら

毎日の食卓からちょっと特別な
パーティシーンまで、幅広く活躍
します。
サイズ：W375×H140×D235mm／
素材：［本体］スチール、フェノール樹
脂 ［プレート］アルミニウム合金（内面
ふっ素樹脂塗膜加工）／付属品：平面
プレート、たこやきプレート、木べら、
マグネット式脱着電源コード／生産
国：中国

毎日の食卓を彩るテーブルウエアの新定番

マルチに使える！
ユニークなカトラリーセット

Kitchen  &
Daily Goods

スタンドカトラリー(ベージュ)
2000
POINT

「とりわける」「たべる」が1つでできるユニークなカトラリー。立て
て置けるので、衛生面が気になるアウトドアでも大活躍。
サイズ：W43×H178×D38mm／重量：15g／材質：ポリプロピレン／
耐熱温度：140℃／生産国：中国
※同じ色が2個セットの商品です。

カテゴリ

日用雑貨

カラー

レッド
ベージュ

商品番号

IDA2827

細かく設定できる温度調節機能とタイマー機能を搭載し、
かんたん操作で自家製の発酵フード作りが可能！
サイズ：W130×H281×D138mm／素材：[本体]ABS樹脂 [カ
バー] AS樹脂 [容器・計量カップ・スプーン]ポリプロピレン／生産
国：中国

IDEA Label
発酵フードメーカー 色が選べる

商品番号

RZP9015
カテゴリ

日用雑貨

5000
POINT

ホワイト

ネイビー

ペールピンク

レッド
ブラウン

おうちカフェをかなえてくれる
コーヒーメーカー

わたしの朝を元気にする
ミニトースター

ティータイムをもっと幸せにする
電気ケトル
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HEALTH CARE & COSME

プラセンタ・ヒアルロン酸・コラーゲン配合で、美容
と健康をサポートします。お子様から大人までご利
用いただけます。
内容量：180粒（約1ヵ月分）／1粒の重量：250mg／成
分：ぶどう糖、粉糖、コラーゲンペプチド（豚由来）、ピー
チジュースパウダー、豚プラセンタエキス末他／賞味期
限：出荷後半年程度／飲みやすい粒タイプ／栄養機能
食品（ビタミンB2・ビタミンC）

おいしいおてがるサプリ
コラーゲン×ヒアルロン酸

商品番号

JGS2933
カテゴリ

美容・スキンケア

1000
POINT

３
大
美
容
成
分
配
合
で

つ
る
ぷ
る
チ
ャ
ー
ジ
！

アミノ酸の不足が気になる方に。健康なカラダづくり
やダイエットをサポートします。お子様から大人までご
利用いただけます。
内容量:150粒（約1ヵ月分）／1粒の重量：250mg／成分：
ぶどう糖、粉糖、ラズベリー果汁パウダー/ソルビトール、L-
ロイシン、L-リジン塩酸塩他／賞味期限：出荷後半年程度／
飲みやすい粒タイプ／健康補助食品

おいしいおてがるサプリ
アミノ酸

商品番号

JGS2934
カテゴリ

美容・スキンケア

1000
POINT

ア
ミ
ノ
酸
18
種
配
合
！

ビタミンの不足が気になる方に。1日のビタミン補
給をサポートします。お子様から大人までご利用い
ただけます。
内容量:150粒（約1ヵ月分）／1粒の重量：250mg／成
分：ぶどう糖、粉糖、果汁パウダー(レモン濃縮果汁、デキ
ストリン、でんぷん)/ソルビトール、V.C他／賞味期限：
出荷後半年程度／飲みやすい粒タイプ／栄養機能食品

おいしいおてがるサプリ
マルチビタミン

商品番号

JGS2935
カテゴリ

美容・スキンケア

1000
POINT

ルネフェイスマスクセット

タイプ別に配合した美容液たっぷりのマスクでKawaii
お肌へ！ 人気の個装タイプ1枚入×５袋で登場！ それぞれ
専用ポーチ、トートが付いたお得な限定SET。
サイズ:W170×H220×D40mm／内容量：1枚入（25mL）×5
袋／成分：［もっちり］水、BG、グリセリン、DPG、（エイコサン二
酸／テトラデカン二酸）ポリグリセリル-10他 ［しっとり］水、
BG、グリセリン、DPG、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲ
ン他 ［さっぱり］水、BG、DPG、グリセリン、プラセンタエキス他

商品番号

JGS2936

カテゴリ

美容・スキンケア

タイプ

もっちり

しっとり

さっぱり

1000
POINT

１
日
の
ビ
タ
ミ
ン
補
給
に
！

美容液たっぷりのマスクで
K a w a iiお肌へ！

もっちり
（パンダポーチ付）

さっぱり
（ミニポーチ付）

しっとり
（ミニトート付）

W150×H115×D30mm 

 W290×H190×D110mm

W160×H160mm（紐部含まず）

HPはこちら

Presented by

カンパイと明日の
元気を応援します！

健康な毎日を送りたい
方へのサプリメント！

健康的なダイエットに
本気で取組みたい方へ

中高年のすっきり
爽快な毎日のために！

飲むエチケット！
中からリフレッシュ！

健康的な毎日を
送るために！

いつまでも美しく、
健康的に。

黒のＷパワーで
強力サポート！

1000
POINT1000

POINT

3つのすっきり成分でカラダの中からサポートします。
そのまま噛んでも食べられる、おいしいアップル味。
内容量:90粒（約1ヵ月分）／1粒の重量：250mg／成分：ぶ
どう糖、粉糖、果汁パウダー（リンゴ果汁、デキストリン）、シ
ャンピニオンエキス、渋柿エキス（柿抽出物）他／賞味期限：
出荷後半年程度／飲みやすい粒タイプ／健康補助食品

消臭生活
商品番号

JGS2943
カテゴリ

美容・スキンケア

1000
POINT

1000
POINT

1000
POINT

1000
POINT

1000
POINT

飲むことで、塗るだけでは補えないハトムギのパ
ワーをカラダの中からサポートしてくれます。
内容量:150粒（約1ヵ月分）／1粒の重量：250mg／
成分：デキストリン、麦芽糖、ぶどう糖、乳糖、ハトムギ末
他／賞味期限：出荷後半年程度／飲みやすい粒タイプ
／栄養機能食品（ビタミンE）

いきいきハトムギエキス
商品番号

JGS2945
カテゴリ

美容・スキンケア

にんにくを熟成・醗酵させた醗酵黒
にんにくと、セサミンのゴマのパワー
でいつまでも若々しく。
内容量:90粒（約1ヵ月分）／1粒の重
量：250mg／成分：冬虫夏草、高麗人
参、ローヤルゼリー他／賞味期限：出荷
後半年程度／飲みやすい粒タイプ／栄
養機能食品（亜鉛）

醗酵黒にんにく+セサミン
商品番号

JGS2946
カテゴリ

美容・スキンケア

1000
POINT

夜中に起き出す回数が気になる方、日中外出先でソワ
ソワしてしまう方、健康を心がける方へおすすめです。
内容量:90粒（約1ヵ月分）／1粒の重量：250mg／成分：デ
キストリン、麦芽糖、難消化性デキストリン、乳糖、ノコギリヤ
シ種子エキス末他／賞味期限：出荷後半年程度／飲みやす
い粒タイプ／栄養機能食品（ビタミンE）

ノコギリヤシ+カボチャ種子
商品番号

JGS2942
カテゴリ

美容・スキンケア

αーリポ酸・Lーカルニチン・コエンザイムQ10配合
で、健康的なダイエットを目指す方を応援します。
内容量:90粒（約1ヵ月分）／1粒の重量：250mg／成分：
デキストリン、麦芽糖、難消化性デキストリン、L-カルニチ
ン酒石酸塩、α-リポ酸他／賞味期限：出荷後半年程度／
飲みやすい粒タイプ／健康補助食品

ファイヤースリム
商品番号

JGS2941
カテゴリ

美容・スキンケア

普段の生活ではなかなか摂ることが出来ない3つの
栄養成分を手軽に摂取できるサプリメントです。
内容量:150粒（約1ヵ月分）／1粒の重量：250mg／成
分：グルコサミン・サメ軟骨抽出物（コンドロイチン含有）
MSM配合他／賞味期限：出荷後半年程度／飲みやすい粒
タイプ／栄養機能食品（ビタミンD）

らくらくサポートサプリ
グルコサミン+コンドロイチン

商品番号

JGS2940
カテゴリ

美容・スキンケア

1日目安量3粒に「しじみ300個分」を含有で、
活力あふれる毎日を応援します。
内容量:90粒（約1ヵ月分）／1粒の重量：250mg／
成分：デキストリン、麦芽糖、L-オルニチン塩酸塩、乳
糖、難消化性デキストリン他／賞味期限：出荷後半年
程度／飲みやすい粒タイプ／栄養機能食品（亜鉛）

しじみエキス・牡蠣肉エキス
商品番号

JGS2939
カテゴリ

美容・スキンケア

イチョウ葉エキスを中心にシャンピニオンエキス・
DHA・EPAを配合し、クリアな毎日をサポートします。
内容量:90粒（約1ヵ月分）／1粒の重量：250mg／成分：デ
キストリン、麦芽糖、難消化デキストリン、乳糖、イチョウ葉
エキス他／賞味期限：出荷後半年程度／飲みやすい粒タイ
プ／栄養機能食品（ビタミンE）

イチョウ葉エキス
商品番号

JGS2944
カテゴリ

美容・スキンケア
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Ｗ酵素と有効成分が
１日の疲れをスッキリ

3000
POINT

ダイエットを頑張ろう！
という方におすすめ

手軽に水素を補給！
健康をサポート！

1000
POINT

ニオイの元に
徹底アプローチ
薬用柿渋石鹸

有効成分が嫌な臭いを元から防いでくれる！
さらに潤い成分配合でしっとり感も◎
内容量:1個100g／成分：イソプロピルメチルフェノール
（有効成分）、石けん用素地、白糖、ソルビット、ヒドロキ
シエタンジホスホン酸四ナトリウム液他／医薬部外品

薬用柿渋石鹸
商品番号

JGS2926
カテゴリ

美容・スキンケア

2000
POINT

モンドセレクション
９年連続金賞のサプリ

プレミアムコラーゲンに話題のプロテオグリカンを配
合！うるおいのある美しさをサポートします！
内容量:1本510mg×120粒／成分：発酵コラーゲンペプチ
ド（コラーゲンペプチド・パイナップル果汁）、植物油脂（小麦
由来）、卵黄レシチン、ビタミンE含有植物油、フカヒレ抽出
物（コンドロイチン含有）他／賞味期限：出荷後半年程度／
1日4粒を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。

エテルノ
発酵コラーゲン

商品番号

JGS2916
カテゴリ

美容・スキンケア

5000
POINT

シリーズ累計販売数350
万本突破の速攻性美容ドリ
ンク。発酵プラセンタエキ
スが1本に35,000mg！
内容量:1本50ml×10本／成
分：発酵熟成プラセンタエキ
ス（プラセンタエキス、黒糖、
酒酵母）、コラーゲンペプチド
（ゼラチン）・パイナップル果
汁、精製蜂蜜、果糖ブドウ糖
液糖他／賞味期限：出荷後半
年程度／1日1本を目安にお
召し上がりください。

エテルノ
濃縮プラセンタ 10本

商品番号

JGS2915
カテゴリ

美容・スキンケア

5000
POINT

薬用ボディソープで
いつでもニオわない宣言

「体臭」「足の臭い」「わきの臭い」そして、「不快な
デリケートゾーン」も、ローズボディソープで爽快！
内容量:1本380ml／成分：イソプロピルメチルフェノール
（有効成分）、ラウリン酸、ミリスチン酸、ステアリン酸、ヤ
シ油脂肪酸ジエタノールアミド他／医薬部外品

ローズ ボディ
リフレッシュ

商品番号

JGS2924
カテゴリ

美容・スキンケア

3000
POINT

豊富な栄養素を手軽に摂れる国産青汁。「酵素青汁」「フルーツ青
汁」「乳酸菌青汁」の3種類が1箱に！
内容量:1箱30包（10包×3種)／成分：［酵素青汁］大麦若葉、ぶどう糖、
ゴーヤ、ケール、植物発酵乾燥粉末（デキストリン、植物発酵乾燥粉末）他 
［フルーツ青汁］大麦若葉、ぶどう糖、デキストリン、果糖、マルトデキスト
リン他 ［乳酸菌青汁］大麦若葉、ぶどう糖、マルトデキストリン、難消化性
デキストリン、乳糖果糖オリゴ糖他／賞味期限：出荷後半年程度

3種類のぜいたく青汁
商品番号

JGS2959
カテゴリ

美容・スキンケア

1000
POINT

栄養たっぷり３種類の
ぜいたく青汁

エイジングケアに！濃密保湿クリーム！

12000
POINT

乾燥肌の味方！
つやつや肌マスク

肌荒れの味方！
しっとりうる肌マスク

1000
POINT

1000
POINT

高濃度プラセンタエキス配合！
美容ドリンク

乾燥肌、ツヤ不足に。たっぷり大容
量42枚。ほんのりローズの香り。た
っぷり潤い補給でぷるぷる素肌。ロ
ーズの香りでリラックスタイム。
サイズ：W260×H225×D30mm／成
分：水、BG、グリセリン、プラセンタエキ
ス、センチフォリアバラ花水他／内容量：
42枚入り

ナチュラルローズマスク42  
商品番号

JGS2957
カテゴリ

美容・スキンケア

荒れ肌、キメ不足に。たっぷり大容量
42枚。ほんのりアロマの香り。アロ
エエキスでカサつく肌に。潤いを与
えてなめらかな素肌へ。
サイズ：W260×H225×D30mm／成
分： 水、BG、グリセリン、アロエベラ葉エ
キス、ヒアルロン酸Ｎａ他／内容量：42
枚入り

ナチュラルアロエマスク42
商品番号

JGS2958
カテゴリ

美容・スキンケア

3種のプラセンタエキスを配合で濃
密なうるおいとハリのあるお肌へ導
きます。翌朝までしっとりを実感！
内容量:1個40g／成分：ラベンダー花
水、エタノール、ＢＧ、マカデミア種子油、
スクワラン他

エテルノ
ナイトクリーム プレミアム

商品番号

JGS2914
カテゴリ

美容・スキンケア

厳選された南米
ペルー産濃縮マカ使用！

100％天然ピュア原料使用！
カラダ快調!

カラダにやさしい植物原料
〈排〉ダイエットサポート

カラダにやさしい植物原料
〈糖〉ダイエットサポート

ダイエットを目指す方へ
強力サプリメント

5000
POINT

必須アミノ酸、鉄やカルシウムなどのミネラル、ビタミン
等が豊富に含まれているマカ。「厳選マカ」はマカ本来
の力を感じていただくために、マカ原末とマカを8倍濃
縮したマカエキス末のみを使用しています。データ取
得原料MACAXS®使用。
内容量:120粒／1粒の重量：430mg／成分：マカ末、マカエ
キス末、でん粉、デキストリン、HPMC（被包材）他／賞味
期限：出荷後半年程度／ハードカプセル／健康補助食品

マカ
商品番号

JGS2711
カテゴリ

美容・スキンケア

人気ダイエット成分として注目されているコレウス
フォルスコリ抽出物をメイン成分に、Lーカルニチン・
人間にとって不可欠な栄養素のアミノ酸18種を配
合。さらに、特許成分バイオペリン®配合。健康的にダ
イエットを目指す方への強力サプリメントです。
内容量:99粒（約1ヵ月分）／1粒の重量：250mg／成分：コ
レウスフォルスコリ、L‐カルニチン、アミノ酸他／賞味期限
：出荷後半年程度／飲みやすい粒タイプ／健康補助食品

フォースコリンパワー®プラス
商品番号

JGS2947
カテゴリ

美容・スキンケア
1000
POINT

2000
POINT

マルチ栄養素材として野菜不足を感じている方
や、ダイエット時の栄養補給におすすめします。
内容量:1.5g×30包／成分：スピルリナ、ぶどう糖、
デキストリン、イソマルトオリゴ糖他／賞味期限：出
荷後半年程度／粉末／個包装／健康補助食品

ゴールドスピルリナ100
商品番号

JGS2908
カテゴリ

美容・スキンケア

1000
POINT

ガルシニア・白インゲン豆・サラシア・ハトムギ・ギム
ネマ・明日葉・カテキン・ビートオリゴ糖配合。さらに
エネルギーになりやすく、消化吸収がよい中鎖脂肪
酸のMCTオイルと特許成分バイオペリン®配合で、
自然なダイエットをサポートします。
内容量:90粒（約1ヵ月分）／1粒の重量：290mg／成分：
ガルシニアカンボジアエキス末、白インゲン豆抽出物、食
用油脂、マルトデキストリン、ハトムギエキス末他／賞味
期限：出荷後半年程度／ハードカプセル／健康補助食品

ナチュラルボタニカル
ホワイトサプリメント

商品番号

JGS2937
カテゴリ

美容・スキンケア

2000
POINT

ナチュラルボタニカル
ブラックサプリメント

商品番号

JGS2938
カテゴリ

美容・スキンケア

352種の酵素〈植物発酵エキス末〉に植物性乳酸
菌〈K-1〉・ドクダミ・ブラックジンジャー・ケツメイシ・
キャンドルブッシュ・アカメガシワ配合。さらにエネ
ルギーになりやすく、消化吸収がよい中鎖脂肪酸の
MCTオイルと特許成分バイオペリン®配合で、自然
なダイエットをサポートします。
内容量:90粒（約1ヵ月分）／1粒の重量：460mg／成分
：食用油脂、キャンドルブッシュ粉末、ドクダミエキス末、
植物発酵エキス末（落花生・乳成分・オレンジ・カシューナ
ッツ・キウイフルーツ・ごま・大豆・バナナ・もも・やまいも・リ
ンゴを含む）他／賞味期限：出荷後半年程度／ソフトカプ
セル／健康補助食品

女性が気になる糖質・油分をサポートする
ダイエット素材をバランスよく配合。さらに、
バイオペリン®配合。手軽で簡単、お財布に
もやさしいダイエットサポート食品です。
内容量:99粒（約1ヵ月分）／1粒の重量：
230mg／成分：キトサン、白いんげん豆、キャ
ンドルプッシュ、ミルクカルシウム、サラシア他
／賞味期限：出荷後半年程度／飲みやすい粒
タイプ／栄養機能食品（ビタミンB1）

リセットしましょう！！
商品番号

JGS2948
カテゴリ

美容・スキンケア

1000
POINT

サンゴカルシウム・水素吸蔵サンゴ末の水素に、
アクアミネラル・海洋深層ミネラル水パウダーの
ミネラルをプラスしています。
内容量:90粒（約1ヵ月分）／1粒の重量：250mg／成
分：デキストリン、麦芽糖、難消化性デキストリン、サ
ンゴカルシウム、乳糖他／賞味期限：出荷後半年程
度／飲みやすい粒タイプ／健康補助食品

水素チャージプラス
商品番号

JGS2906
カテゴリ

美容・スキンケア

有効成分が温浴効果を高めて、いつも
のお風呂に疲労回復など18の効能効
果をもたらす薬用入浴剤。
内容量:1箱20ｇ×30包／成分：炭酸水素ナ
トリウム、硫酸ナトリウム、塩化ナトリウム（
有効成分）、リボフラビン、海水乾燥物、チ
ンピ末、パンクレアチン他／医薬部外品

美人の泉 うるおい
商品番号

JGS2728
カテゴリ

美容・スキンケア



商品番号

MRK3002
カテゴリ

美容・スキンケア

人気の”コラーゲン”と、”シルクペプチド”を配合した美容ドリンク。
エレガントなローズジャスミン風味（香料使用）
内容量：50ml×10本／賞味期限：出荷後半年程度／日本製
※乳発酵液使用（牛乳）
※成分詳細はWEBにてご確認ください。

シルキーヴェール・ロイヤル
10本セット

15 16https://sr.rizapgroup.com/
優待お申し込みサイト

エステナード
パーフェクトリフトジェル（本品）

5000
POINT

商品番号

KCP3049
カテゴリ

美容・スキンケア

集中型浸透ペプチドを含む全45種類の美容液成分が、
肌のすみずみへ行き渡り、潤い溢れる弾むような肌に導
く1本6役のオールインワンジェルです。
内容量：80g／成分：コラーゲン、ヒアルロン酸、エラス
チン他／パラベンフリー、アルコールフリー、合成着色不
使用、無香料、無鉱物油

3000
POINT

商品番号

KCP3089
カテゴリ

美容・スキンケア

米と発酵の力でお肌をほぐして※汚れ
が落ちやすい環境を作りながら泥と
炭でゴッソリ吸着。マンナン粒がザラ
ツキもOFF。
容量：110ｇ（約30回分）／無香料、
無着色、無鉱物油、石油系界面活性剤
不使用／泡立てネットは付きません
※お肌をやわらかくすること。

くろあわわ
3000
POINT

商品番号

KCP3040
カテゴリ

美容・スキンケア

米と発酵の力でお肌をほぐして※汚
れが落ちやすい環境を作りながら３
種の泥で吸着。5種の保湿成分でしっ
とりしたお肌もっちり！
容量：110ｇ（約30回分）／無香料、
無着色、無鉱物油、石油系界面活性剤
不使用／泡立てネットは付きません 
※お肌をやわらかくすること。

どろあわわ

ほぐし洗顔で素肌が変わる！
しっかり落としてしっとり保湿。

どろあわわサッパリタイプ
頑固な汚れやざらつきに。

ハリを実感！
オールインワンジェルで
叶える集中保湿ケア！

6000
POINT

薬用ホワイトジェル
商品番号

KCP3051
カテゴリ

美容・スキンケア

メラニンの生成を抑える美白有効成分プラ
センタや、コラーゲン、ヒアルロン酸を贅沢
に配合。美白、ハリ、保湿と年齢肌に必要な
ケアがこれ1本で。
内容量：70g／有効成分：水溶性プラセンタエ
キス、グリチルリチン酸ジカリウム／無着
色、無香料、無鉱物油

Skin Care

年齢サインに
アプローチ！
透明感のある美肌へと
導く美白ジェル。

HPはこちら

Presented by

※すべての掲載商品におきまして商品数に限りがございますので予めご了承ください。

5000
POINT

商品番号

SDE2709
カテゴリ

ライフサポート

主成分にαリポ酸・ガルシニアエキ
ス・フェヌグリークエキスを含み、エ
ネルギー源をサポート。
内容量：120粒入り（約20日分）／主成分：
ガルシニアカンボジアエキス末、αリポ
酸、フェヌグリークエキス末他／賞味期
限：出荷後半年程度

GLOVY ボディコントロール 商品番号

SDE2708
カテゴリ

ライフサポート

4種類のサポート成分（緑茶エキス・
フォルスコリン・ショウガエキス・唐辛
子末）を配合。
内容量：180粒入り（約30日分）／主成
分：緑茶エキス末、コレウスフォルスコリ
エキス末、ショウガエキス末、唐辛子末
他／賞味期限：出荷後半年程度

GLOVY BREAK！

2000
POINT商品番号

KCP3059
カテゴリ

ライフサポート

国産の玄米黒酢をはじめ、元気の活力の源といわれ
る厳選素材7種を、1粒にギュッと凝縮。毎日手軽に
元気をプラスできるこだわりのサプリメントです。
容量：1袋93粒（約1ヵ月分）／賞味期限：出荷後半年程度
※成分詳細はWEBにてご確認ください。

元源黒酢（93粒）

Presented by

3000
POINT

商品番号

SDE2707
カテゴリ

ライフサポート

水に溶かして飲むパウダータイプ。
運動時のエネルギー補給や水分補
給としてお飲みください。
内容量：200g（約20杯分）／主成分：ビ
タミンB1、B2、B6、C、クエン酸、コラ
ーゲン、グルコサミン、コエンザイム
Q10配合／賞味期限：出荷後半年程度

GLOVY
クエン酸飲料

3000
POINT

商品番号

SDE2713
カテゴリ

ライフサポート

大麦若葉、ケールなどの栄養がギュッとつ
まった国産野菜ミックスパウダーにたんぱ
く質パウダーをプラス！
内容量：400g（約20日分）／主成分：乳たんぱ
く、大麦若葉粉末、11種類のビタミン、8種類の
ミネラル、乳酸菌、食物繊維他／賞味期限：出荷
後半年程度
※計量スプーン付

GLOVY
青汁プロテイン＆
計量スプーンセット

アクティブな身体を
強力サポート。
アクティブな身体を
強力サポート。
アクティブな身体を
強力サポート。
アクティブな身体を
強力サポート。

青汁成分とたんぱく質が
同時に摂れる！！
青汁成分とたんぱく質が
同時に摂れる！！
青汁成分とたんぱく質が
同時に摂れる！！
青汁成分とたんぱく質が
同時に摂れる！！

美と健康、元気の源は
黒酢パワーから！
美と健康、元気の源は
黒酢パワーから！
美と健康、元気の源は
黒酢パワーから！
美と健康、元気の源は
黒酢パワーから！

食べるのが好きな方の
ボディメイクをサポート！
食べるのが好きな方の
ボディメイクをサポート！
食べるのが好きな方の
ボディメイクをサポート！
食べるのが好きな方の
ボディメイクをサポート！

運動と合わせて
脂肪燃焼をサポート！
運動と合わせて
脂肪燃焼をサポート！
運動と合わせて
脂肪燃焼をサポート！
運動と合わせて
脂肪燃焼をサポート！

6000
POINT

Life
Support

5000
POINT

商品番号

SDE2710
カテゴリ

ライフサポート

吸収が早いといわれている乳由来
のホエイプロテイン100％使用。
内容量：1kg（約31日分）／主成分：乳清
たんぱく、マルトデキストリン、乾燥マン
ゴーパウダー、レモン果汁パウダー他／
賞味期限：出荷後半年程度
※計量スプーン付

GLOVY
ベーシックプロテイン
マンゴーミックス風味

甘酸っぱくすっきりとした
飲み心地のマンゴーミックス風味。
甘酸っぱくすっきりとした
飲み心地のマンゴーミックス風味。
甘酸っぱくすっきりとした
飲み心地のマンゴーミックス風味。
甘酸っぱくすっきりとした
飲み心地のマンゴーミックス風味。

Presented by

「甘くておいしい」と好評！
まるでスイーツなプロテイン！
「甘くておいしい」と好評！
まるでスイーツなプロテイン！
「甘くておいしい」と好評！
まるでスイーツなプロテイン！
「甘くておいしい」と好評！
まるでスイーツなプロテイン！ 5000

POINT

商品番号

SDE2712
味

キャラメルラテ風味

SDE2711 抹茶ラテ風味

カテゴリ

ライフサポート

運動後やお食事が偏りがちな時のた
んぱく質補給はもちろん、おやつの代
わりとしてもおすすめです。
容量：720g（約30日分）／主成分：
粉末状大豆たんぱく、乳清たんぱく、
食物繊維、抹茶、11種のビタミン他／
賞味期限：出荷後半年程度
※計量スプーン付

GLOVY
スイーツプロテイン

キャラメルラテ風味

抹茶ラテ
風味

7000
POINT

Presented by

HPはこちら

バラ花びらエキス配合！
美容成分がシルキーヴェールの 2倍。



1817 ※すべての掲載商品におきまして商品数に限りがございますので予めご了承ください。

M E M O
商品選択にご利用ください。

商品番号 サイズ カラー ポイント数 個 数

Presented byPresented by

【セット内容】

『紙のからくり カミカラで遊ぼ！』
子どもから大人まで大満足！ 動くペーパークラフト。
サイズ：297×210×10mm／A4判64P／ふろく
型紙付き

『あやとりであそぼ！』
「おはなし」付きで楽しくできる！「短いひも」と「長
いひも」がついて親子で遊べます。
サイズ：235×182×13mm／B5変型判144P／
あやとりひも2本付き

『おりがみしようよ！』
俵万智さんもおすすめ！ 男の子も女の子も楽しめ
ます！
サイズ：235×182×13mm／B5変型判160P／
めだまシール付き

商品番号

NBS2890
カテゴリ

書籍

こどもおたのしみBOOKセット

4000
POINT

BOOK
親子でつくって遊びましょう！

HPはこちら 注意事項
■お申込みについて
・お申込み受付期間につきましては
　　開始：2019年7月16日（火）【WEB・電話10：00～】
　　終了：2019年9月30日（月）【WEB～23：59・電話～18：00】
・お申込み方法はWEBサイトからのお申込みと、お電話でのお申込みとなります。
・商品につきましては、先着順となりますので、ご希望に添えない場合があります。予めご了承いただけま
すようお願いいたします。

■商品発送について
・お申込みいただきました商品は2019年10月中旬より順次発送となります。
・複数商品をお申込みの場合、すべての商品が揃った時点での発送となります。（発送予定日が一番遅
い商品に合わせての発送になります。）
・お申込みが殺到した場合、やむを得ず発送が遅れてしまう可能性がございます。詳細はWEBサイトに
てご案内させていただきますので、ご確認ください。
・配送会社の指定および配送日時のご指定は承っておりませんので、予めご了承いただけますようお願
いいたします。
・お申込みはご本人様に限りますが、お届け先住所は変更可能です。大切な方へのプレゼントにもご利
用ください。（ギフトラッピングはおこなえません。）
・お申込み単位の梱包・発送になりますが、同じ株主様で、同日同住所へのお申込みは同梱でお送りす
る場合がごさいます。また、数量が多い場合は、複数個口に分かれて発送になる場合がございます。
・優待券（割引券含む）、ECクーポンにつきましては金券としてのお取り扱いとなりますので、通常商品
とは別途お送りさせていただきます。
・宝飾品につきましては、グループ提供会社より別途お送りさせていただきます。
・その他一部商品につきましては、別途お送りさせていただく場合がございます。

■SDエンターテイメント株主優待券について
・RIZAPグループ商品とは別に以下の当社施設利用券を本書同封にて贈呈いたしますのでご査収く
ださい。
　【SDフィットネス施設利用券】
　　100株以上：当社が経営するフィットネス施設を無料で利用できる施設利用券4枚贈呈
　　200株以上：当社が経営するフィットネス施設を無料で利用できる施設利用券8枚贈呈
　　400株以上：当社が経営するフィットネス施設を無料で利用できる施設利用券16枚贈呈
　　600株以上：当社が経営するフィットネス施設を無料で利用できる施設利用券20枚贈呈
　　1,000株以上：当社が経営するフィットネス施設を無料で利用できる施設利用券24枚贈呈
　【100周年記念優待】
　　2019年3月31日の株主名簿に記載された100株以上を保有する株主様全員に当社及び
　　株式会社スガイディノスが経営するレジャー施設利用券を4枚贈呈。

■その他
・5ページの優待券につきましては、ご本人様のみの使用が可能となります。使用有効期限・規約につき
ましては、チケット毎に異なりますので、チケットページにてご確認ください。
・食品など一部商品につきましては、賞味期限がございますのでご確認ください。
・お申込み後のお客様のご都合による商品の交換・返品はいたしかねます。


