
株式会社 資生堂

1 プリオール 薬用 高保湿化粧水（しっとり） （医薬部外品）化粧水 160ｍL
販売名：プリオール 薬用 化粧水（しっとり）

2 プリオール 薬用 高保湿乳液（しっとり） （医薬部外品）乳液 120ｍL
販売名：プリオール 薬用 乳液（しっとり）

3 プリオール リッチ美活クリーム 〈クリーム〉40g

リンクルクリームは、ヒアルロン酸を生み出して水分量を増やす
ことで柔軟な肌に導き、しわを改善する薬用有効成分：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＊を配合。しわ
を改善しながら美白ケア、「つや玉」輝く肌に。美白ジェルは、夜
のお手入れの最後に塗って寝るだけで、翌朝「つや玉」ぷるん。

＊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

1 リバイタル ローション Ⅱ  （医薬部外品） 化粧水 170ｍL　　 
2 リバイタル デイエマルジョン （医薬部外品） 日中用乳液 40g
SPF50+・PA++++

紫外線は、乾燥やハリ不足などのエイジングサインに大きく影響
しています。リバイタルは独自の美容成分と美白＊有効成分を配
合。贅沢なうるおいで肌を満たしながら、ハリとうるおいに満ちた
明るい肌へ導くしっとりタイプの化粧水と、のびがよく、すっと
肌になじんでうるおい、日中の肌を守る日中用乳液のセットです。

＊メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ。

手でなじませるだけで、まるで10分間シートマスクしたみたいにう
るおいに満ち、明るいハリつや肌へ導く化粧水と、うるおいをしっ
かり閉じ込めてもっちり明るくハリつやを持続させる乳液に、年齢
とともに不足しがちなうるおいをサプリ感覚で毎日充実補給できる
クリームの3点セット。

昨年の人気セットが今年も登場！ 
しわ改善＆美白のリンクルクリームと
塗って寝る美白ジェルのセット

「光ダメージ」に向き合う、
高機能エイジングケア「リバイタル」から
化粧水と日中用乳液のセット

お申し込み方法のご案内

2021年の株主優待は、資生堂グループの選りすぐりの8つの優待品より、2021年の株主優待は、資生堂グループの選りすぐりの8つの優待品より、
おひとつお選びいただける選択制となっております。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〔2021年5月14日（金）必着〕。同封の専用申込はがきにてお申し込みください〔2021年5月14日（金）必着〕。
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〈10月29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1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、
ご希望の優待品を
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
　選んだ優待品の番号を2ヵ所に
　ご記入ください。

ご希望の優待品の番号を、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。

2021年
5月14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。
※ 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。

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 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。
・ 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。
・ 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。

❶ ❶

❷

リバイタルセットリバイタルセット

エリクシールセットエリクシールセット 1
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優待対象 ： 2020年12月末現在、当社株式1,000株以上を1年超保有の株主さま

株主優待のご案内株主優待のご案内

2021年
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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、
化粧水・乳液・クリームの3点セット
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日中用乳液

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 （15g）
  （医薬部外品） 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 （105g）
  （医薬部外品） 販売名：エリクシール ホワイト クリアジェル C



1 SHISEIDO メン トータルR ライトフリュイド〈顔用保湿液〉 80mL
2 SHISEIDO メン トーニングローション〈顔用化粧水〉 150mL

みずみずしくライトな感触で、健康的で引き締まった肌印象
に導くジェル状保湿液と、洗顔やひげそり後に適した、べた
つきを防いでなめらかな肌に導くローションのセット。どちらも
すっきりとした使い心地で、オイリー～混合肌にもさっぱり使
え、肌のコンディションを保ちます。

男性特有の皮膚生理を研究した
男性のための本格的スキンケアブランド
「SHISEIDO メン」から、化粧水と美容液のセットを

SHISEIDO メンセットSHISEIDO メンセット 4
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1 野菜カレー　200g
かぼちゃ・トマト・赤ピーマン・ひよこ豆やきのこなど、野菜の美味しさが
ぎゅっと詰まったカレーです。

2 ビーフカレー　200g
歴代シェフに受け継がれる伝統製法が生み出した、香ばしさと深い
コクの欧風カレーです。

3 辛口ビーフカレー  200g
伝統に培われた料理の中で、特にご好評をいただいているビーフ
カレーを辛口に仕上げました。

4 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
したカレーです。

5 ポークカレー　200g
スパイスで豚肉のうまみを引き出した、シリーズで最もスパイシーな
味わいです。

6 チキンライスの素 160g
本品をライスに合わせてさっと炒めるだけで、レストラン伝統の味が
お楽しみいただけます。

7 ヴィシソワーズ  160g
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。

8トマトクリームスープ 160g
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。

商品代および送料の一部を
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団が運営する
奨学金制度に活用します。

社会：Respectful Society
美で勇気づけ、違いを
認め合い、尊重し合う社会へ。

資生堂財団が運営する奨学金制度へ活用資生堂財団が運営する奨学金制度へ活用

1902年（明治35年）の創業以来、歴代のシェフに受け継が
れてきた伝統の味を詰め込んだスペシャルなレトルトセット。
今年はカレー5種にベストセラーメニューの「チキンライスの
素」、2種の冷製スープを加えた全8種をご用意しました。
手間ひまかけた贅沢な味わいをお楽しみください。

伝統の味に
新たな時代の息吹きを織り交ぜた
8種の洋食シリーズをセットで

資生堂パーラー 資生堂パーラー 
洋食シリーズセット洋食シリーズセット
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公益財団法人資生堂社会福祉事業財団（以下、資生堂財団）
は、1972年に株式会社資生堂の創業100周年記念事業として
設立されました。「子どもたちに“笑顔と自信と幸せ”を。」をテーマ
に掲げ、社会の一員としての責務として、次世代を担う子どもた
ちの健全な育成のための支援や福祉の向上に取り組んでいます。

株主優待を通じた寄付※は、資生堂財団が運営する奨学金制度
に活用します。子どもたちが児童福祉施設や里親などの元から自
立し、夢の実現に向けて大学・短期大学・専門学校に進学するた
めに必要な、修学に関わる諸費用の一部を返済不要な奨学金と
して支給します。
※株式会社資生堂を通した寄付となるため、個人が支出する寄付金の
　所得控除、税額控除の対象にはなりません。

3
頭皮・

髪用美容液

1 エリクシール シュペリエル エンリッチド リンクルクリーム S （15g）　
　（医薬部外品） 販売名：資生堂 レチノバイタル クリームＶ　　 　
2 フェンテフォルテ ハイドロビューティースパ
　〈頭皮用美容液〉 125mL

しわを改善する薬用有効成分「レチノール」配合の美容濃密
リンクルクリームに、さまざまなストレスに揺らぎがちな頭皮環境
をうるおいで整える「フェンテフォルテ」の頭皮用美容液を組み
合わせたエイジングケア＊セット。
＊年齢に合わせたお手入れ

目もと・口もとのしわを改善するリンクルクリームと、
頭皮と髪の健やかさを守る頭皮用美容液のセット

エリクシール シュペリエル＆ エリクシール シュペリエル＆ 
サブリミック サブリミック 
フェンテフォルテセットフェンテフォルテセット

化粧水
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2
頭皮用美容液

1 アデノバイタル シャンプー  250mL
2 アデノバイタル スカルプトリートメント 130g　 
3 アデノバイタル ボリュームセラム 〈頭皮・髪用美容液〉 125mL 

年齢による複合的な髪と頭皮の悩みに着目し、 資生堂独自
の「ヘアパワライジングシステム」で頭皮、根元、毛髪の3方
向からケアして、ハリ・コシ、ボリューム感のある美しい髪へと
導くアデノバイタル。シャンプー、スカルプトリートメント、
頭皮・髪用美容液の3点セットで。

髪にハリ・コシ、ボリューム感が欲しい方へ、
サロン専用プレミアムヘア＆スカルプケアブランド
サブリミックの「新アデノバイタル」3点セット

サブリミックサブリミック
アデノバイタルセットアデノバイタルセット

かぼちゃ・トマト・赤ピーマン・ひよこ豆やきのこなど、野菜の美味しさが

歴代シェフに受け継がれる伝統製法が生み出した、香ばしさと深い

　200g
かぼちゃ・トマト・赤ピーマン・ひよこ豆やきのこなど、野菜の美味しさが
ぎゅっと詰まったカレーです。

　200g
歴代シェフに受け継がれる伝統製法が生み出した、香ばしさと深い

1 野菜カレー　200g
かぼちゃ・トマト・赤ピーマン・ひよこ豆やきのこなど、野菜の美味しさが
ぎゅっと詰まったカレーです。

2 ビーフカレー　200g
歴代シェフに受け継がれる伝統製法が生み出した、香ばしさと深い

かぼちゃ・トマト・赤ピーマン・ひよこ豆やきのこなど、野菜の美味しさが

歴代シェフに受け継がれる伝統製法が生み出した、香ばしさと深い
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寄付

https://www.zaidan.shiseido.co. jp/

2
スカルプ

トリートメント


