
第42期（期末）

株 主さま
ご優 待カタログ

2019
お申込み有効期限

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

https://sr.rizapgroup.com/
7 0120-951-191

受付時間：10：00～18：00（土日祝日を除く）

〒531-6107 大阪市北区大淀中一丁目1番30号

7/12
（FRI）

9/30
（MON）

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12日（金）～2019年9月30日（月）】

7 0120-951-191 （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9月中旬頃から順次発送となります。

7 0120-951-548
受付時間：10：00～18：00（土日祝日を除く）

yutai@mrkholdings.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9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！
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200株以上 3,000ポイント
400株以上 6,000ポイント

100株以上 2,000ポイント

800株以上 12,000ポイント
1,200株以上 15,000ポイント
2,000株以上 18,000ポイント
所有株式数別付与ポイント数

注意事項

■3年積立制度について
・積立制度は2019年3月末権利確定時の株主優待制度より実施
しております。それ以前のポイントにつきましては積立対象となり
ませんので予めご了承ください。
・株主番号にて積立ポイントの管理をしております。株主番号が変
わってしまいますと、積立制度が適用されませんのでご注意くだ
さい。
・3年積立は付与された年からの積立となります。詳細は5ページ
をご覧ください。

■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12日（金）【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9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）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
・各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。

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12日（金）～2019年9月30日（月）】

7 0120-951-191 （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9月中旬頃から順次発送となります。

7 0120-951-548
受付時間：10：00～18：00（土日祝日を除く）

yutai@mrkholdings.co.jpお問い合わせ



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

0120-951-191（受付時間：土日祝日を除く10：00～18：00）
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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12日以降）



株主優待ポイント

最大 3 年 積 立 制 度

積立には毎年3月末権利確定時に継続して株主名簿に同一の株主番号で記載されることで、自動的に残ったポ
イントが次回株主優待でご利用いただけます。次回発生ポイントと前回残ったポイントは合算され、通知書に記
載されます。
※3月末権利確定時の証券口座からではなく、別の証券口座にて株式を取得されますと、株主番号が変わってし
まい、積立ができませんのでご注意ください。

ポイント積立と消費のイメージ

3年間のポイント積立が可能になりました。

ポイントは、積み立てられた年の
古いものから使用されます。
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毎年4,000ポイントもらえる株主様の場合

4,000ポイント

1年目

1年目に付与

4,000ポイント

4,000ポイント

2年目

4,000ポイント

4,000ポイント

4,000ポイント

3年目

500ポイント

4,000ポイント

4,000ポイント

4,000ポイント

4年目

2年目に付与

3年目に付与

4年目に付与

3年目に3,500ポイントを使用した場合、
1年目の積み立てから3,500ポイントが使
用され、4年目に500ポイントが消滅します。

３
，５
０
０
ポ
イ
ン
ト
を
使
用

https://sr.rizapgroup.com/
優待お申し込みサイト

T I C K E T

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
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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

Presented by

LOWCARBFOODs
低糖質食品

【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

HPはこちら

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！

※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。

限定 50
限定 30
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シルキーヴェール
10本セット

商品番号

MRK3008
カテゴリ

美容・スキンケア

コラーゲン、シルクペプチド、ヒアルロン酸配合
美容ドリンク。ザクロピーチ風味（香料使用）
内容量：50ml×10本／賞味期限：出荷後半年程度／
日本製
※成分詳細はWEBにてご確認ください。

4000
POINT

ミモア マルコ
コントロールローション

商品番号

MRK3003
カテゴリ

美容・スキンケア

水分と脂質のバランスを整え、潤いを保ちながら
お肌のバリア機能を助け正常な状態に導きます。
内容量：150ml／日本製
※成分詳細はWEBにてご確認ください。

6000
POINT

ミモア マルコ
プレミアムクレンジングオイル

商品番号

MRK3025
カテゴリ

美容・スキンケア

マカデミアナッツオイル50％以上配合。刺激が
少なく肌に優しいクレンジングです。
内容量：120ml／日本製
※成分詳細はWEBにてご確認ください。

6000
POINT

1000
POINT

ミモア マルコ
ハンドクリーム

商品番号

MRK3012
カテゴリ

美容・スキンケア

アーモンドオイル、真珠エッセンス、シルク
エッセンス配合でしっとりやわらか手肌へ。
みずみずしいフルーツ系の香りです。
内容量：35g／日本製
※成分詳細はWEBにてご確認ください。

ドクターネイル
ディープセラムフォーフット

商品番号

MRK3024
カテゴリ

美容・スキンケア

足爪表面に塗るだけの簡単ケア。抗菌作用のある
３つのクリーン成分（ピロクトンオラミン、フェノキ
シエタノール、エチルヘキシルグリセリン）配合。
ディープセラムは爪内部に直接「爪保護成分」を
届ける浸透補修液です。
内容量：6.6ml／日本製
※成分詳細はWEBにてご確認ください。

4000
POINT

栄養補助食品
キープマルコスタイル

商品番号

MRK3007
カテゴリ

美容・スキンケア

ターミナリアベリリカ200mg配合。1日4粒を目安に水
等と一緒にお召し上がりください。
内容量：30袋（1袋4粒）／賞味期限：出荷後半年程度／日本製
※成分詳細はWEBにてご確認ください。
※カニ由来原料使用

5000
POINT

栄養補助食品
シルククリエイトスリムⅨ
糖質50％オフ

商品番号

MRK2985
カテゴリ

美容・スキンケア

1日1食を食事の代わりに、300mlの水又はお湯で溶
かしてお召し上がりください。
内容量：15袋（5味×3袋）／豆乳バナナ味、豆乳グリーンス
ムージー味、豆乳黒糖コーヒー味、豆乳コーン味、豆乳コンソ
メ味／賞味期限：出荷後半年程度／日本製
※一部に小麦使用
※成分詳細はWEBにてご確認ください。

13000
POINT

ミモア マルコ
コントロールゲル

商品番号

MRK2996
カテゴリ

美容・スキンケア

なめらかで伸びのよいゲルです。お手入れの最後に
適量を手にとり、お肌になじませてください。
内容量：50g／日本製
※成分詳細はWEBにてご確認ください。

6000
POINT

Presented by

Beauty Item

7000
POINT

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（牛乳）使用
※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

洗顔革命！W洗顔不要のメイク落とし

かおる
みとれる手肌に！

うるおう
つややかな爪先に

1日1食置換えドリンク
ダイエットサポート

逆転の発想！
皮脂を味方に！低刺激

美味しく食べたい！を応援する
お食事前のサプリメント

逆転の発想！
バリア機能を高め潤いを保護

バラ花びらエキス配合！
美容成分（コラーゲン／シルクペプチド／セラミド）が
シルキーヴェールの2倍。

コラーゲン、シルクペプチド配合！

ダメージを補修し
健やかな足爪に！

やわらかな肌触りと
驚きの吸水速乾性！

ミモア マルコ
ネイルケアオイル

商品番号

MRK2997
カテゴリ

美容・スキンケア

爪やキューティクルをしっかり保湿
する２層タイプのエッセンスオイル。
内容量：8ml／日本製
※成分詳細はWEBにてご確認ください。

2000
POINT

マイクロファイバー
ドライタオル

商品番号

MRK3023
カテゴリ

美容・スキンケア

毛足の長いやわらかな肌触りはマイクロファイバーの極細繊維で吸水速
乾性に優れています。バスタオルにはもちろん下着のタオルドライにも。
カラー：ベージュ／サイズ：60×120cm／素材：ポリエステル／中国製

3000
POINT

ナイトブラインナー
商品番号

MRK3021
カテゴリ

美容・スキンケア

「リラックス×補整」バストの横流れ防止とやわら
かな着心地を両立した着用感。サイドの縫い目を
なくして、いろいろな編み組織からくる、着圧の強
弱の変化で身体を＜３Ｄ＞立体に包みこみます。
カラー：ブラック、ライトグレー／サイズ（バス
ト）：［S］72～80cm ［M］79～87cm ［L］86
～94cm ［LL］93～101cm／素材：ナイロ
ン、ポリウレタン／日本製

4000
POINT

色が選べる

ブラック

ライトグレー

"リラックス"と"バストの横流れ防止"を
両方叶える！ 昼も夜も使えるインナー 

※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。

マルコHPはこちら
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ホワイト

ネイビー

レッド

ベージュ

ベージュ

グリーン

ペールピンク

6000
POINT

Presented by

HPはこちら

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

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

レッド
ネイビー
ペールピンク
ブラウン

商品番号

IDA2741

4000
POINT

毎日の食卓を彩るテーブルウエアの新定番

24ピースのペーパーフレグランス

Kitchen  &
Daily Goods

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]W235×H257×D150mm、[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

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

5000
POINT

IDEA Label
発酵フードメーカー 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

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

ピンク

ベージュ

グリーン

ピンク

グリーン

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

レッド

ブラウン

マルチに使える！ ユニークなカトラリーセット

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

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。

商品番号

RZP9015
カテゴリ

日用雑貨

煮る・焼く・蒸す・揚げるをマルチにこなす
ホーローライクな多機能鍋
グリルポッド

商品番号

RZP9050
カテゴリ

日用雑貨
12000
POINT

食卓を華やかに彩るホーロー風の鍋は、電源
ベースから取りはずして直火もOK。内側はセラ
ミックコートが施され、揚げ物カバー、蒸し網も
付属しているため、「煮る」・「焼く」・「蒸す」・「揚
げる」と1台4役で幅広く活躍します。
サイズ：W307×H211×D248mm
／重量：約2.2㎏（鍋、フタ使用時）／
材質：[本体]スチール、アルミニウム
合金、ABS樹脂 [鍋]アルミニウム合
金、スチール、フェノール樹脂、ステ
ンレススチール、内側表面セラミック
コート [揚げ物カバー・蒸し網]スチー
ル／付属品：揚げ物カバー、蒸し網、
マグネット式脱着電源コード／生産
国：中国
※IH非対応

※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。



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！

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！

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

1000
POINT

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

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

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

1000
POINT

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

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

1000
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

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

1000
POINT

13 1414

HEALTH CARE & COSME

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

エイジングケアに！濃密保湿クリーム！

Presented by

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

1000
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

12000
POINT

健康的な毎日を
送るために！

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

1000
POINT

栄養たっぷり3種類の
ぜいたく青汁

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

HPはこちら
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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。
内容量：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）
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

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。

エステナード
パーフェクトリフトジェル（本品）

3000
POINT

5000
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

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。

Life Support

Presented by

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。

Presented by
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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

17

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

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

商品番号

PSP3096

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

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

DAILY GOODS
Presented by

HPはこちら

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

3000
POINT

3000
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

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

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！

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

※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。


