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株式会社 資生堂

優待対象 ： 2019年12月現在、当社株式1,000株以上を1年超保有の株主さま

2020年 株主優待のご案内
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1 エリクシール ホワイト エンリッチド リンクルホワイトクリーム Ｓ 
  （医薬部外品） クリーム（部分用） 15g
　販売名：クリーム SS

2 エリクシール ホワイト スリーピングクリアパック Ｃ 
  （医薬部外品） パック 105g
　販売名：エリクシール ホワイト クリアジェル C

ヒアルロン酸を生み出し水分量を増やすことで柔軟な肌
に導き、しわを改善する薬用有効成分：純粋レチノールを
配合。さらに、美白有効成分：m-トラネキサム酸*配合で、美
白とエイジングケア**が同時に。夜のお手入れの最後に
塗って寝るだけの美白ジェルと合わせて、うるおいとハリに
満ちた「つや玉」輝く肌へ導きます。

* メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ、トラネキサム酸 ** 年齢に応じたうるおいケア

エリクシールセット
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100年を超える肌研究と
先端のシミ予防研究から
生まれた薬用 美白美容液。
明るく澄んだ、生まれたての
透けるような肌へ

2種の美白有効成分：4MSK（4-メトキシサリチル酸カリウ
ム塩）、m-トラネキサム酸（トラネキサム酸）を配合。シミの
できる根本原因を整えて、シミ生成連鎖を抑止し、美白*し
ます。美白美容液売上15年連続NO.１**、68***のベスト
コスメ賞受賞の実績を誇る薬用美白美容液です。なめらか
な美容液が肌にピタッと密着し、美白有効成分を肌のすみ
ずみまで行きわたらせます。朝・夜の使用で約2.5カ月お使
いいただけます。

HAKU メラノフォーカスV （医薬部外品） 薬用 美白美容液 45g

* メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ。 ** インテージSRI 美白美容液市場2005年1月～2019年12月　　HAKU美容液金額シェア

*** 2005年3月～メラノフォーカスシリーズの獲得

スキンケアスキンケア

HAKU
メラノフォーカスV

純粋レチノール配合で、
しわ改善と美白の医薬部外品
リンクルクリームが
ついに株主優待に登場！
塗って寝るだけの
美白ジェルとセットで

2020年の株主優待は、資生堂グループの選りすぐりの7商品・セットより、
おひとつお選びいただける選択制となっております。

同封の専用申込はがきにてお申し込みください〔2020年5月15日（金）必着〕。

〈10月30日（金）までのお問い合わせ〉 資生堂 株主優待専用コールセンター  〈11月2日（月）以降のお問い合わせ〉  三井住友信託銀行 証券代行部

0120-782-031 0120 -220-768 （平日9:00～17:15） （平日9:00～17:00）  

◎ 個人情報の取り扱いについて
株主優待品の発送の受付に際しましては、株主名簿に登録されたご氏名、ご住所に関する情報および申し込みの際に記載いただくお電話番号（以下、当該情報といいます）を使用いたします。専用申込は
がきに印字された整理番号、QRコードを用いて株主さまを特定いたします。当該情報は本件以外の目的で使用することはございません。なお、当社は本件に関する業務の委託に伴い、委託先に当該情報
を開示することがありますが、当該情報を第三者に提供・譲渡することはなく、委託先については当社の責任において注意深く選定し、厳重な情報管理を行うことを契約で義務付けるなど、適切な管理監督
を実施しております。また、ご記入いただく電話番号情報の訂正、削除または利用・提供の拒否等のご連絡は、下欄に記載のお問い合わせ先で承ります。お電話番号の記入は株主さまの任意ですが、お知ら
せいただけない場合は優待品のお届けが遅れたり、優待品の選択についてご希望に沿えない場合がございます。なお、当社の個人情報保護管理者は情報セキュリティを担当する部門の責任者とします。

本ご案内の中から、
ご希望の商品・セットを
おひとつお選びください。

❷日中、ご連絡の取れる電話番号を
記入し、点線部分で切り取ってくだ
さい。

❶本ご案内の中から
　選んだ商品・セットの番号を2ヵ所に
　ご記入ください。

ご希望の商品・セットの番号を、同封の
専用申込はがきにご記入ください。

※ お名前・ご住所の記載は必要ありません。
同封の専用申込はがきの整理番号にて
株主さまを特定いたしますので、必ず専用
申込はがきにてご返信ください。

1.  専用申込はがきの左側（ A ）を投函し、右側（ B ）は
商品が届くまで、大切に保管してください。

2020年
5月15日（金）必着

※ お申し込み期限を過ぎて到着したはがきについては、受付できませんので予めご了承願います。
※ 期限までにお申し込みがない場合や、記入された番号などが不明瞭な場合は、当社にて選んだ
優待品をお送りいたします。

※ お申し込み内容の変更は、受付いたしかねますので、ご了承願います。

専用申込はがき

✂

A B
株主さま控え

ご登録住所へ
優待品をお届けします。
・優待品によりお届け時期が異なりますが、
　申込受付より5～8週間程度で
　お届けする予定です。なお、
　「7資生堂パーラー スペシャルグルメシリーズ＆
　洋食シリーズセット」は
　お申込受付後の生産となりますので、
　お届けまでに8週間程度いただきます。
　ご了承ください。
・ お届け日時の希望ならびにお届け前の
　ご連絡はお受けいたしかねます。
　ご不在時は不在票対応とさせていただきます。
・ 当社では、資源の有効活用促進のため、
　エコ包装（簡易包装）にてお届けいたします。

専用申込はがきをご投函ください。

お申し込み方法のご案内

❶ ❶

❷
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プリオール
セット

ザ・コラーゲン
セット

プリオール
セット

SHISEIDO
メンセット 資生堂パーラー

スペシャルグルメシリーズ
＆洋食シリーズセット

スキンケア

ヘアケア

FOODS

スキンケア

FOODS

1品で6つの機能（化粧水・乳液・美容液・マッサージ・クリーム・パック）があり、濃密
なうるおいでふっくらハリ感を与えるオールインワンと、これ1本で小じわやくすみ、
色ムラなどをほんのりカバーしながら、乾燥・紫外線から肌をしっかり守る日中用
乳液、メイクも素肌汚れも、密着こく泡ですっきり落とす洗顔石鹸のセット。「楽に
美しく」にこだわるプリオールらしい、美ラクな3品です。

スタイリングのしにくさは髪のこわばりが原因であることに着目し、髪の内外の柔
軟性にアプローチするエアリーフロー。扱いやすく思いどおりのスタイリングが叶
うシャンプー・トリートメント・外的環境から髪を守りながら芯からやわらかく、スタ
イリングしやすい髪に整えるヘア用乳液のセットです。

従来の2種類の美容特許*成分（コケモモ＋アムラ果実、イチゴ種子
エキス）に加え、温州ミカンエキス、ヒアルロン酸など、美容サポート
成分を配合。お客さまが求める「美」をかなえる美容サプリメントと
して生まれ変わった「ザ・コラーゲン」から、ドリンク・タブレット・パウダー
の3タイプをセットで。

ステップ1は、汗や皮脂によるべたつきをすっきり取り除く洗顔フォーム。シェービ
ングフォームとしても使える上質でクリーミーな泡が特長です。ステップ2は
オイリー～混合肌の皮脂が気になる方にもさっぱり使える保湿液。より精悍な
顔印象に導くオリジナルのスキンワークアウトメソッド（顔体操）と組み合わせて
使うのがおすすめ。

「シェフが手掛けたような贅沢な味わいを、ご家庭でも手軽に
召し上がっていただきたい。」
そんなおもてなしの気持ちを込めたスぺシャルグルメシリーズ
「神戸牛のビーフカレー」と、昭和初期から代々受け継がれる
伝統の味で大好評の洋食シリーズ「ハヤシビーフ」「チキンカ
レー」に、今回は素材の持ち味を大切に仕上げたやさしい味わ
いの冷製スープ「ヴィシソワーズ」と「トマトクリームスープ」も
セットに。

*特許第4917180号： コケモモとアムラ果実など配合成分の組み合わせによる美容についての特許

   特許第5996156号：イチゴ種子エキスによる美容についての特許

【賞味期限】 発送日から、240日以上ある商品をお送りします。　
【アレルギー物質特定原材料（7品）】 小麦・卵・乳成分

「神戸牛」とは・・・
兵庫県内の繁殖農家のもとで産まれた「但馬牛」の中でも、特に未経
産牛・去勢牛であり、霜降りの度合いを表す「BMS」がNo.6以上、可食
部分の割合がA・B級で、枝肉重量が470kg以下、肉質のきめ細かさ、
しまり具合が優れているものだけが、「神戸牛」と認定されます。

大人ならではの悩みを研究し、
ラクに美しくなれる「プリオール」から、
オールインワン・美白乳液・洗顔石鹸の
美ラクな3点セット

くせ・まとまらない髪でお悩みの方に、
さらりとまとまりふんわり軽い仕上がりに
導くシャンプー・トリートメント・
ヘア用乳液の3点セット

タイムレスに、立体美容。
4D The Collagen
2020年3月に新発売した
3つのタイプをセットで

男性のための本格スキンケアブランド
「SHISEIDO メン」から、
洗顔料とライトな使い心地の
高機能保湿液のスキンケアセット

神戸牛のビーフカレーの他、伝統
のハヤシビーフ・チキンカレーと、
２種の冷製スープを組み合わせ
た全6個の豪華詰め合わせセット！

1 プリオール オールクリア石鹸 〈メイク落とし・洗顔石鹸〉
標準重量 100g（枠練）

2 プリオール うるおい美リフトゲル 〈ゲル状クリーム〉 120mL
3 プリオール おしろい美白乳液 （医薬部外品） 乳液（日中用） 35ｍL
　SPF50+・PA++++ 
　販売名：プリオール 美白乳液 UV 

1 サブリミック エアリーフロー シャンプー 250mL
2 サブリミック エアリーフロー トリートメント 250g
3 サブリミック エアリーフロー リファイニングフリュイド 〈ヘア用乳液〉 125mL

1 資生堂 ザ・コラーゲン 〈ドリンク〉 50ｍL×10本
2 資生堂 ザ・コラーゲン 〈タブレット〉 126粒
3 資生堂 ザ・コラーゲン 〈パウダー〉 126g

1 SHISEIDO メン トータルＲ ライトフリュイド 〈顔用保湿液〉 80mL
　販売名：資生堂メン トータルR ライトフリュイド
2 SHISEIDO メン クレンジングフォーム 〈洗顔フォーム〉 130g
　販売名：資生堂メン クレンジングフォーム

・資生堂パーラー 神戸牛のビーフカレー 180g×2個
神戸牛のうまみとたまねぎの甘さがマッチし、シェフ自らがブレンドしたスパイス
が薫り高い、豊かなコクのあるビーフカレー。

・資生堂パーラー ハヤシビーフ 200g
丹念に仕上げたデミグラスソースとトマトの絶妙なバランス。
歴代のシェフが守り続ける深い味わい。

・資生堂パーラー チキンカレー 200g
コクのある香ばしいソースで鶏肉を柔らかく煮込み、美味しさを引き出したカレー。

・資生堂パーラー ヴィシソワーズ 140g
たまねぎと一緒にブイヨンで煮込んだじゃがいもを、生クリームとミルクをメイン
に仕上げた冷製スープ。

・資生堂パーラー トマトクリームスープ 140g
丁寧にソテーした香味野菜をブイヨンで煮込み、トマトの風味をいかして生
クリームで仕上げた冷製スープ。

サブリミック
エアリーフローセットくせ・まとまらない髪でお悩みの方に、

さらりとまとまりふんわり軽い仕上がりに
導くシャンプー・トリートメント・

くせ・まとまらない髪でお悩みの方に、
さらりとまとまりふんわり軽い仕上がりに
導くシャンプー・トリートメント・
ヘア用乳液の3点セット

くせ・まとまらない髪でお悩みの方に、
さらりとまとまりふんわり軽い仕上がりに
導くシャンプー・トリートメント・

男性のための本格スキンケアブランド

「神戸牛のビーフカレー」と
「トマトクリームスープ」の

盛り付けイメージ
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